
土木、建築系学生対象 インターンシップ & 仕事研究

2019.10.22（火・祝）

5、6社で 1,000 円分、
7 社で 2,000 円分、
8 社で 4,000 円分、
9 社で 5,000 円分、
10 社で 6,000 円分、
ギフトカードをプレゼント！
※引き換えは17：00～18：15資料コーナー又は
　18：00～ソーシャルパーティー会場で実施します。

★スタンプラリー開催！★

「まい泉カツサンド」
プレゼント
※引き換えは13:00～15:00 資料コーナーで実施します。
　予定数に達した時点で終了する場合があります。

★13時までの来場で無料引換券プレゼント★

セミナースケジュール
残席があれば、予約のない方も参加可能です。各セミナー会場の受付でご確認ください。

11:00～11:50　日建設計
社会環境デザインの先端を拓く
13:00～13:45　東日本旅客鉄道（JR東日本）
どこまで、行けるか。
14:30～15:15　鹿島
土木系社員が語る、建設とは地球最大規模の「ものづくり」だ。

10:30～11:50　
ハウスメーカーコラボセミナー（旭化成ホームズ＆住友林業）
建築専攻のOBがハウスメーカーでの仕事の全てを語る、各社の違いが分かるコラボセミナー

11:00～11:50　大成建設
大成建設で活かせる土木・建築の仕事のフィールド
13:00～13:45　東急建設
BeyondTheConcept～都市を建設する
14:30～15:15　日経BP 浅野祐一氏 
建設業界に就職すると何が待っている？
16:00～16:45　キヤノン
キヤノンのビジネスを支えるファシリティ技術職の魅力

セミナー会場Ａ

セミナー会場B

コラボセミナー
会場

土木系、建築系それぞれの系統に分かれ、
専攻にマッチしたOB・OGたちとの懇親会開催！
君の専攻が将来どのようなフィールドに生かされるか先輩たちから直接聞こう！

ソーシャルパーティー系統別
（17：10～18：00）

OB・OGとコンタクトを取ろう！ 軽食、ドリンクを片手に
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企業からのコメント　 企業からのコメント　

企業からのコメント　 企業からのコメント　

企業からのコメント　 企業からのコメント　

企業からのコメント　 企業からのコメント　

企業からのコメント　 企業からのコメント　

土木系 建築系

https://job.career-tasu.jp/2020/icorp/00000000/

土木系学生の方への
企業 PR は左の欄
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株 式

こちらから企業情報に
アクセスできます

建築系学生の方への
企業 PR は右の欄
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土木系 建築系

土木系 建築系

土木系 建築系

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

農業土木分野における工事件数は国内トップの実績を誇ります。道路・橋梁・ダムをはじめ
としたインフラ整備を幅広く手掛けています。特にトンネル工事は全国に多くの実績があり
ます。

オフィスビル、集合住宅、商業施設、学校などの建築物を幅広く手掛けています。地域ゼネ
コンとして全国に展開する一方で首都圏における工事が多いことが特徴です。

騒音・振動などに配慮した函渠埋設技術である「OSJ工法」をはじめ、急斜面に橋梁下部工
を建設する「竹割り型構造物掘削工法」など環境や住民生活に配慮した技術で、日本各地
で使われています。

新木造建築材「CLT」を活用した事業に取り組んでいます。鉄骨造とCLTを組み合わせたハ
イブリッド構造での大型建築にも取り組み、森林資源の有効活用や環境に優しい都市づく
りなど多くの面で期待されています。

◦施工管理　◦積算　◦技術開発 ◦施工管理　◦積算　◦意匠設計　◦構造設計　◦設備

◦入社前内定者通信教育　◦新入社員研修　◦入社6か月フォローアップ研修　
◦階層別研修（入社 2年・7年・13 年・19年）　◦職種別勉強会（年2回）　
◦資格取得支援制度

◦入社前内定者通信教育　◦新入社員研修　◦入社6か月フォローアップ研修　
◦階層別研修（入社 2年・7年・13 年・19年）　◦職種別勉強会（年2回）

創業108 年のゼネコン。信用と技術力、堅実な財務体質のもと、全国の土木・建築分野で
多くの実績があります。そして原動力である「人」を育てるために大手では学ぶことができな
い実務も丁寧にサポートしています。

創業107年のゼネコン。信用と技術力、堅実な財務体質のもと、全国の土木・建築分野で
多くの実績があります。そして原動力である「人」を育てるために大手では学ぶことができな
い実務も丁寧にサポートしています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005982/アイサワ工業　建設21

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

「人が財産」と考える淺沼組では、教育・仕事を通して一人一人が複数の専門分野に精通して
真のプロフェッショナルとして誇りを持って、想いをかたちにできます。

「人が財産」と考える淺沼組では、教育・仕事を通して一人一人が複数の専門分野に精通して
真のプロフェッショナルとして誇りを持って、想いをかたちにできます。

『AI活用による生産管理システムの開発』。IOTの活用で熟練技能者が保有する技能の見
える化と伝承を効果的に具現化させるための解析技術や3次元計測技術、センサ等の自社
開発に着手しています。

建物の安全を追及したRM工法の耐震補強技術によりマンション・ビル・公共施設の建設
を手掛けております。近年では大型物流倉庫のプロジェクトに参画し、杭頭免震工法を採
用し施工性、経済性利点を追及しています。

土木系：施工管理 建築系：施工管理

入社5 年目まで毎年技術研修を実施し、その後は年齢・立場に応じた教育、研修を実施して
います。また、技術士試験対策として、論文の添削や模擬試験の実施により資格取得をサ
ポートしています。

入社6 年目まで毎年技術研修を実施し、その後は年齢・立場に応じた教育、研修を実施して
います。また、一級建築士試験対策として、模擬試験や勉強会の実施により資格取得をサ
ポートしています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00084643/淺沼組　建設27

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

「へーベルハウス」は60年以上の耐久性を維持する「ロングライフ住宅」を実現。「一人でも
多くのお客様に、一日でも早く快適な生活をお届けする」を合言葉に、時代に合わせた新し
い住まいの提案をしています。

「へーベルハウス」は60年以上の耐久性を維持する「ロングライフ住宅」を実現。「一人でも
多くのお客様に、一日でも早く快適な生活をお届けする」を合言葉に、時代に合わせた新し
い住まいの提案をしています。

「ヘーベル」と名付けられた「耐火性」や「遮音性」などの、都市部の建物に求められる8つの
複合性能を備えた「軽量気泡コンクリート（ALC）」を全件に採用。家づくりを通じて、お客
様の幸せを考えています。

「ヘーベル」と名付けられた「耐火性」や「遮音性」などの、都市部の建物に求められる8つの
複合性能を備えた「軽量気泡コンクリート（ALC）」を全件に採用。家づくりを通じて、お客
様の幸せを考えています。

□土木系：施工管理
現場責任者として、お客様や営業、設計、職人さんなど、関係者をまとめあげる“要”となり、
お客様に安心頂ける住まいをつくります。施工管理と品質管理のプロフェッショナルとして
活躍します。

□建築系：設計
戸建・集合住宅の設計士として、お客様の理想の住まいを形にします。お客様と直接打ち
合わせを重ねながら、数十年先までも視野に入れ、ライフスタイルや家族構成等の変化も
見据えた提案を行います。

□福利厚生
財形制度、社員持株制度、福祉共済会制度、借上社宅制度、持ち家手当制度　等
□研修
旭化成グループ新人研修、旭化成ホームズ新人研修、営業本部研修、インストラクター制度 等

□福利厚生
財形制度、社員持株制度、福祉共済会制度、借上社宅制度、持ち家手当制度　等
□研修
旭化成グループ新人研修、旭化成ホームズ新人研修、営業本部研修、インストラクター制度 等

ロングライフ住宅「ヘーベルハウス」は、お客様の住まいをゼロから作り上げていく、注文住
宅の専門メーカーです。お客様と深い信頼関係を築き、お客様の幸せを考えご満足頂くこ
とが私たちのやりがいです。

ロングライフ住宅「ヘーベルハウス」は、お客様の住まいをゼロから作り上げていく、注文住
宅の専門メーカーです。お客様と深い信頼関係を築き、お客様の幸せを考えご満足頂くこ
とが私たちのやりがいです。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00006022/旭化成ホームズ◆ヘーベルハウス◆　住宅34 セミ
ナー
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土木系 建築系
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土木系 建築系

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

商業施設の建築及び内改装工事は、イチケンの中核事業です。実績を築く過程で建築主の
ビジネスを熟知し、商業施設特有の課題に対するソリューションと専門技術を修得。信頼
と実績を積み重ねて参りました。

商業施設の建築及び内改装工事は、イチケンの中核事業です。実績を築く過程で建築主の
ビジネスを熟知し、商業施設特有の課題に対するソリューションと専門技術を修得。信頼
と実績を積み重ねて参りました。

生産効率を高める手段としてBIMプロジェクトルームを新設し、実施設計段階からBIMに
取り組み、現場の仮設計画にも拡大する。将来的には、積算業務まで拡大していく。

生産効率を高める手段として、BIMプロジェクトルームを新設し、実施設計段階からBIMに
取り組み、現場の仮設計画にも拡大する。将来的には、積算業務まで拡大していく。

施工管理（建築・設備）
設計（意匠・構造・設備）
営業
管理スタッフ（人事、総務、法務、経理）

施工管理（建築・設備）
設計（意匠・構造・設備）
営業
管理スタッフ（人事、総務、法務、経理）

≪福利厚生≫財形貯蓄制度、社員持株会制度、社宅制度、福祉会制度、退職年金、資格取
得制度　他
≪研修制度≫新入社員研修（約5ヶ月）、2年目研修、基礎技術研修（3 年目）、営業研修、
昇格時研修　他

≪福利厚生≫財形貯蓄制度、社員持株会制度、社宅制度、福祉会制度、退職年金、資格取
得制度　他
≪研修制度≫新入社員研修（約5ヶ月）、2年目研修、基礎技術研修（3 年目）、営業研修、
昇格時研修　他

建築に興味のある方大歓迎です。実際に土木系の出身の方も活躍しています。 2020年に創業90周年を迎える当社。更なる業務拡大を目指して参ります。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005518/イチケン　建設17

PRポイント、
強み

独自の技術や
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技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

■資格取得者褒賞制度有
施工管理技士（一級）：18万円　　　施工管理技士（二級）：10万円
土木施工管理技士（一級）：8万円　　土木施工管理技士（二級）：5万円

■資格取得者褒賞制度有
一級建築士：40万円　　構造設計一級建築士：30万円
二級建築士：15万円　　インテリアプランナー：5万円

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00054680/オープンハウス　住宅20
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総合建設会社として、道路、鉄道、港湾、空港、河川、宅地造成等、インフラ整備を中心に陸・
海問わず、全分野に対応しています。特に、ニューマチックケーソン工法の無人化施工技術
を強みとしています。

総合建設会社として、商業施設や生産物流施設、ホテル、オフィスビル、病院、学校、集合
住宅等あらゆるフィールドで活躍の場を拡げてきました。特に、大規模商業施設、生産物
流施設の建設には競争力があります。

ニューマチックケーソン工法で培ってきた建設機械の遠隔操作技術をさらに進化させ、災害
復旧や大深度地下・海面下での無人化施工技術の開発、そして国が進めるi-Construction
に取り組んでいます。

【スマート制震システム】
ブレース型オイルダンパーと柱中央に免震ゴムを組込んだフレーム架構を高いせん断力を
誇るディスクアンカーで建物と接続することにより地震力を軽減し安全性を確保する耐震
改修技術です。

【施工管理、設計、積算、技術開発、営業】
※まずは、施工管理（現場監督）の仕事を経験していただき、将来的には作業所長や本支店
での設計、積算、技術開発など、本人の適性に応じて様々な可能性が出てきます。

【施工管理、設計、積算、技術開発、営業】
※まずは、施工管理（現場監督）の仕事を経験していただき、将来的には作業所長や本支店
での設計、積算、技術開発など、本人の適性に応じて様々な可能性が出てきます。

◦新入社員研修（4月、7月、10月）　　◦職種別階層別集合教育（入社後3、5、10、15 年目）　　
◦管理者育成集合教育　　◦通信教育受講料補助　　◦資格取得報奨金支給制度ほか

◦新入社員研修（4月、7月、10月）　　◦職種別階層別集合教育（入社後 2、4、5、6、10、
15 年目）　　◦管理者育成集合教育　　◦通信教育受講料補助　　◦資格取得報奨金支
給制度ほか

近年、首都圏における工事量が急速に増加し、受注の6 割を超えるまでに至っております。
また、自己資本比率は6 割を超え、有利子負債ゼロの無借金経営を続けており、何より情
熱あふれる人財が当社の誇りです。

近年、首都圏における工事量が急速に増加し、受注の6 割を超えるまでに至っております。
また、自己資本比率は6 割を超え、有利子負債ゼロの無借金経営を続けており、何より情
熱あふれる人財が当社の誇りです。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005937/大本組　建設6
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高速道路やトンネル工事、港湾河川や上下水道まで幅広く社会インフラを創造しています。
また、ガス工事にも特化しており関西でガスの内管・外管・設備系など生活に密着したやり
がいのある仕事が多くあります。

大阪市内を中心に関西でワンルームマンションの新築（10〜15階建て）や商業施設の建
築・改修工事など行っています。活気ある大阪の「住」を創る仕事です。

岩盤切削機「サーフィスマイナー」は全国に誇れる独自技術を駆使した重機です。自社工事
はもちろん、国内の他企業からも多く使用依頼があり、海外からも注目されている特殊な岩
盤切削機です。

今建築業界の中でも非常に需要の多いのがワンルームマンション。当社はそのワンルーム
マンションの新築に特化しており、他社には決して負けない技術と正確性で関西にて活躍
中です。

土木施工管理の職種は、工学系の専攻であればどこでも活かせます。トンネルや高速道路
などの現場はもちろん、ガス工事に関しても土木の施工管理になるので社会貢献の場は幅
広くあります。

建築施工管理の職種は、建築系の専攻であれば大学・専門学校問わず活躍できます。特に
当社の建築施工管理は若い世代（30 代）で所長になる方も多く、現場所長として早くから活
躍できます。

新入社員研修（8日間）、配属前研修、資格取得講習、積算研修、測量研修（2 泊3日）、階層
別研修、工種別研修など。
社員独身寮が大阪、兵庫、広島、横浜にあります。※社内規定あり。

新入社員研修（8日間）、配属前研修、資格取得講習、積算研修、測量研修（2 泊3日）、階層
別研修、工種別研修など。
社員独身寮が大阪、兵庫、広島、横浜にあります。※社内規定あり。

ガス工事施工管理は、入社後に1からガスについて学んでいただきます。「ガスについて全く
知らないので」など敬遠せずに興味があればぜひお待ちしています。
2020年で創業100年を迎える歴史ある企業です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005931/奥村組土木興業　建設25
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強みは浚渫事業です！ 環境への負担が小さく、衛生面も安全な当社の独自圧送工法は東
京都内にある皇居御堀の浚渫工事にも活用されました。「浚渫と言えば小柳建設！」と言わ
れるまでになり特許も取得しております。

高層マンションや公共施設、個人住宅など幅広く施工しております。設計から施工のすべて
を当社が担い、デザイン性と機能性を重視したデザインビルドを採用した現場もあり建築
のお仕事の幅がどんどん広がっています！ 

Mixed Reality（MR）の技術を用いた働き方を取り入れています。建設業界のみならず、世界
が注目している取り組みです。

Mixed Reality（MR）の技術を用いた働き方を取り入れています。建設業界のみならず、世界
が注目している取り組みです。

測量、情報処理など土木工学の実践技術や、材料・構造、水質・土質についての知識や設計、
製図の技術などを活かすことができます。 設計、製図の技術などを活かすことができます。

入社してから2 週間のマナー研修、その後約1か月間の現場研修があります。安心して1つ
ずつお仕事を覚えることができます。また年の近い社員がメンターとなり皆さんのサポート
をいたします。

入社してから2 週間のマナー研修、その後約1か月間の現場研修があります。安心して1つ
ずつお仕事を覚えることができます。また年の近い社員がメンターとなり皆さんのサポート
をいたします。

当社は変化を楽しみながら多くの新しいことをしてきています。ITを取り入れる事以外にも、
60年以上の社屋も新しく建て替えております！ 新潟県で一番かっこよく、働きやすい環境
で一緒に働きませんか?

当社は変化を楽しみながら多くの新しいことをしてきています。ITを取り入れる事以外にも、
60年以上の社屋も新しく建て替えております！ 新潟県で一番かっこよく、働きやすい環境
で一緒に働きませんか?

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00032993/小柳建設　建設4
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弊社はPC建設とニューマチックケーソン工法のパイオニア企業同士が合併してできた建設
会社です。
◦ニューマチックケーソン国内シェア1位
◦NEXCO橋梁補修事業（舗装・塗装除く）国内シェア1位

弊社はPC建設とニューマチックケーソン工法のパイオニア企業同士が合併してできた建設
会社です。
◦ニューマチックケーソン国内シェア1位
◦NEXCO橋梁補修事業（舗装・塗装除く）国内シェア1位

プレストレストコンクリート工法…コンクリートに鋼材で圧縮応力を与え、耐久力を向上させ
る工法
ニューマチックケーソン工法…函下部の空間に圧縮空気を送り込み、地下水の浸入を防ぎ
ながら掘削・排土を行う工法

現場打ちPC工法…コンクリートを打設した後に、現場でプレストレスを与える工法です。
プレキャストPC工法…工場で製造した高品質な部材を現場にて組み立て、プレストレスを
与えて一体化させる工法です。

土木・建築：PC 橋梁・ニューマチックケーソン・PC建築・補修補強などの施工管理業務です。
各現場で職人さんの手配や資材管理、施主との打ち合わせなどの業務をこなし、ものづくり
の中核を担う仕事です。

土木・建築：PC 橋梁・ニューマチックケーソン・PC建築・補修補強などの施工管理業務です。
各現場で職人さんの手配や資材管理、施主との打ち合わせなどの業務をこなし、ものづくり
の中核を担う仕事です。

新入社員研修では、現場研修、コンクリート研修、設計研修等を行います。
その他にも、多くの研修制度や社内報奨制度、資格取得支援制度が有ります。

新入社員研修では、現場研修、コンクリート研修、設計研修等を行います。
その他にも、多くの研修制度や社内報奨制度、資格取得支援制度が有ります。

弊社には、活力ある社員が溢れています。社員の力を集結し、常に将来を見据えた研究開
発や技術の革新にも挑戦しています。事業規模では測れない存在感を持った"掘り出し物"
企業です。

弊社には、活力ある社員が溢れています。社員の力を集結し、常に将来を見据えた研究開
発や技術の革新にも挑戦しています。事業規模では測れない存在感を持った"掘り出し物"
企業です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005927/オリエンタル白石　建設31
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道路建設をはじめ、空港・港湾等あらゆるライフラインの整備に携わる全国展開の建設会
社です。特許技術や独自技術を強みとし、BigよりもGood companyを目指しています。

道路建設をはじめ、空港・港湾等あらゆるライフラインの整備に携わる全国展開の建設会
社です。特許技術や独自技術を強みとし、BigよりもGood companyを目指しています。

特許技術や独自技術で社会の要請に応えている他に、今後成長が期待される道路維持管
理分野での取り組みを強化する為に、長野県軽井沢町にて有料自動車道「白糸ハイランド
ウェイ」の管理・運営も行っています。

特許技術や独自技術で社会の要請に応えている他に、今後成長が期待される道路維持管
理分野での取り組みを強化する為に、長野県軽井沢町にて有料自動車道「白糸ハイランド
ウェイ」の管理・運営も行っています。

高い目標を掲げ、目標達成のために自主的に働く事が出来る学生を求めています。学校で
学んだきた土木の知識を活かし、施工管理者としてものづくりの現場で活躍できます。

高い目標を掲げ、目標達成のために自主的に働く事が出来る学生を求めています。学校で
学んだきたことが活かせるのはもちろん、入社後に一から学んでいくので、建築系の学生で
活躍している先輩はたくさんいます。

個人の技術レベルを高める為の研修や資格取得に対する支援を行っています。階層別研修
や内定者を対象とした見学会、資格取得の為の研修会等、一人一人の技術レベルが上がる
事が会社の技術レベル向上にも繋がります。

個人の技術レベルを高める為の研修や資格取得に対する支援を行っています。階層別研修
や内定者を対象とした見学会、資格取得の為の研修会等、一人一人の技術レベルが上がる
事が会社の技術レベル向上にも繋がります。

つくり上げた道路を見ると、大きな達成感と次の仕事へのやりがいを味わえます。社会貢献、
地図に残る大きな仕事、達成感とやりがいを味わえる仕事に、皆さんの若い力を発揮して下
さい。ブースでお待ちしています！ 

つくり上げた道路を見ると、大きな達成感と次の仕事へのやりがいを味わえます。社会貢献、
地図に残る大きな仕事、達成感とやりがいを味わえる仕事に、皆さんの若い力を発揮して下
さい。ブースでお待ちしています！ 

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005878/ガイアート　建設13
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常にパイオニアであり続けてきた「鹿島のDNA」。その高い技術やノウハウは次世代へと受
け継がれ、日々進化を続けています。これまでの土木工事の枠を超え、皆さんの目の前には
新しいフィールドが広がっています。

日本で初の超高層ビルを実現した鹿島は、超高層ビルから、美術館、スポーツ施設、学校
に至るまで、社会の信頼を獲得してきました。信頼を未来へつなげるために、鹿島はいつも
100年先を見つめていきます。

次世代建設生産システム「A4CSEL（クワッドアクセル）」は、リモコン等による建設機械の
遠隔操作とは異なり、タブレット端末で複数の建設機械に作業計画を指示することにより、
無人で自動運転を行うものです。

ICTやBIMの活用にとどまらず、施工や安全、環境分野に至るまで、日々進化する技術を通
じて、従来の発想にとらわれない革新的な技術開発を進めています。
例）ハイレベルな都市型省エネオフィス「KTビル」

「土木の鹿島」として、ビックプロジェクトにかかわるチャンスが多く、社会貢献度や注目度
が高いことに加え、若手社員でも責任あるポジションを任せられることが多いです。

建築設計系、建築設計系（意匠・構造）、建築設備系（設計・施工）、エンジニアリング系、開
発系と非常に幅広い職種があります。自分の創意工夫を活かすフィールドを見つけてくださ
い。

現場に強い若手社員の育成、自発性の向上、そしてOJT、研修、公的資格です。施工・設計・
管理・留学等のジョブローテーションを組み合わせ、設計能力からマネジメント能力迄のポ
テンシャルの社員育成をします。

建設業界を取り巻く環境のなか、最大の強みとなっているのは「人材」の力です。建築部門
では、入社5 年間を重点育成期間とし、施工に関する基本技術を習得させ、自立した技術
者に育成することを目標としています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005376/鹿島　建設セミ
ナー
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躍動感にあふれる川崎市は、若い力を存分に発揮できる環境です！ 人口150万人を突破
し、若い世代に選ばれるまちとして成長を続け、誰もが幸せを感じられる川崎をめざし、チャ
レンジングに仕事に取り組んでいます。

躍動感にあふれる川崎市は、若い力を存分に発揮できる環境です！ 人口150万人を突破
し、若い世代に選ばれるまちとして成長を続け、誰もが幸せを感じられる川崎をめざし、チャ
レンジングに仕事に取り組んでいます。

川崎駅北口自由通路：JR 川崎駅へのアクセス性の向上と中央通路の混雑緩和、駅東西の
利便性・回遊性等の向上を図るため、駅の東京駅寄りに「北口通路」と、新たな改札口「北改
札」を整備し、供用開始しました。

川崎駅北口自由通路：JR 川崎駅へのアクセス性の向上と中央通路の混雑緩和、駅東西の
利便性・回遊性等の向上を図るため、駅の東京駅寄りに「北口通路」と、新たな改札口「北改
札」を整備し、供用開始しました。

道路、橋梁、河川、港湾、上下水道などの計画や整備、管理及び都市計画決定、土地区画
整理事業の実施など、幅広く専門性を活かした仕事をします。

市街地再開発、公共建築物の設計・工事の施工監理、建築確認申請の審査など、専門性を
活かした仕事をします。

メンター制度：入庁後1年間は、年齢の近い先輩職員が新規採用職員の育成担当者となり、
新しい環境に飛び込んできた職員の不安を解消し、職場や仕事に慣れてもらえるよう、きめ
細やかなサポートを行っています。 

メンター制度：入庁後1年間は、年齢の近い先輩職員が新規採用職員の育成担当者となり、
新しい環境に飛び込んできた職員の不安を解消し、職場や仕事に慣れてもらえるよう、きめ
細やかなサポートを行っています。 

民間企業志望者の方なども受験しやすいよう特別な公務員試験対策を軽減した人物重視
の試験を実施しています！ 詳しくは、川崎市役所のブースにて試験制度について御説明し
ます。

民間企業志望者の方なども受験しやすいよう特別な公務員試験対策を軽減した人物重視
の試験を実施しています！ 詳しくは、川崎市役所のブースにて試験制度について御説明し
ます。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00057874/川崎市役所　官公庁1
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土木系 建築系

土木系 建築系

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

土木なのに地域活性を実感できる仕事って?
何をしているか伝わりづらい土木工事。その内容や貢献度を地域の方に理解していただく
ために「ある取り組み」をしています。

同期が働く観光施設を建てて、地域活性?
地域に必要な建物を自分たちで企画し、建築し、更に自社で運営ています。実はそこには「あ
る戦略」があるんです。

最新土木技術の導入は、働く社員のため?
ドローンを使った測量やGPSを活用した掘削をいち早く導入。そこには社員を大切にする
当社の「ある考え」があります。

現場監督のためにシステム開発の部署を立ち上げたの?
施工管理の負担を減らしたいけど、使いやすいシステムがない……そんなとき当社が取った
行動とは?

入社後の活躍は、学んだことと想いに比例するってどういうこと?
土木施工管理になるには、知識だけあればいい?いえいえ、「これがしたい！」という想いが
可能性を何倍にも広げます。

建築の知識<想い、ってどういうこと?
知識や経験より、当社が1番重視しているのは「地域貢献したい！」「こんな監督になりた
い！」といったあなたの想いです。

人不足の業界なのに一カ月も新入社員研修があるの?
人手不足だからこそ、じっくり学んでから現場に配属しています。その理由は……

「同期の絆を深める研修」っていったい何すんの?
部署を超えて、相談に乗り、同期で励まし合い成長していく当社の新入社員。当社の同期
の仲が良いのは実は……

加和太建設にはたくさんの「?」があります。もし一つでも「え?」と思うことがありましたら、
ぜひ当社のブースにお越しください！ 疑問を解決できるインターンシップをご用意してお待
ちしています。

加和太建設にはたくさんの「?」があります。もし一つでも「え?」と思うことがありましたら、
ぜひ当社のブースにお越しください！ 疑問を解決できるインターンシップをご用意してお待
ちしています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005910/加和太建設　建設2

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

「お客様の喜んでもらうことが喜び」の理念をかかげ、創業より150年間地域の皆様に愛さ
れてきました。また、私たちの会社は社員の成長の場として会社があると考えており、全社
員が成長できる会社になっています。

スケルトン・インフィル工法（SI工法）を採用し、入居者により良い住環境を提供できる工法
を採用。また、時代が変化した場合でも、リニューアルがしやすい工法になっています。

RC・鉄骨・木造など様々な構造や公共施設・オフィスビル・マンション・住宅など様々な用途
の建築物に携わることができます。
また建物の最初から最後まで携われ、地域に名を残せる誇り高き仕事です。

当社一括借上管理物件の補助あり。
福利厚生施設利用可能。
教育・人材育成に力を入れており、ベース・階層別・人間力の研修を実施し、社員の成長を応
援しています！ 

部活動・サークル活動も活発に行っています。
その他にも地域へのイベントを催し、全社員・地域の皆様と一緒に交流が深められるような
会社です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00032890/川木建設　建設32

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

キヤノンの強みは、施設・設備（ファシリティ）管理業務を分社化していないことです。世界
一のものづくりには世界一の施設が必要であり、経営に近い立場で企画を行う必要がある
と考えているためです。

施設・設備の運転保全にネットワークカメラ等のIoT機器や、タブレット、スマートグラスな
どを導入したり、ビッグデータを分析し省エネ施策につなげたりなど、「スマートファシリティ」
を目指しています。

国内外を問わず、新しい建屋や工場の建設に参画します。建築系専攻が活かせますが、機械・
電気・環境技術職との連携が求められるので、幅広い分野に関心がある方を求めています。

入社後の専門研修、資格取得補助（一級建築士等）、ワークライフバランス推進制度が充実
しています。人材育成・福利厚生についての詳細は弊社採用HPをご確認ください。

医療やセキュリティ分野への挑戦に伴い、キヤノンでは新工場建設、拠点再配置や建物の
改修など、多くのプロジェクトが進行中です。みなさんが活躍できるフィールドが国内外問
わず広がっています！

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00004691/キヤノン　精密機器セミ
ナー
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土木系 建築系

土木系 建築系

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

ダムや鉄道、高速道路、高層ビルなどの社会基盤整備を行っている建設会社です。
【地下技術のパイオニア企業】として、業界で広く認知されています。地盤改良を通じて大き
な仕事で社会貢献ができます。

鹿島グループの強みを活かし、ダムや鉄道、高速道路、高層ビルなどの大型、有名工事を通
じて、社会基盤整備を行っている建設会社です。

【他社では真似できない多彩な技術】を駆使し、地下から構造物を支えます。

世界数十か国に【技術輸出（業界初）】。当社の開発技術が、現在では世界で活躍する技術
として定着しています。
研究機関や大学、企業と共同開発を活発に行い、当社でしかできない技術を有する【技術立
社】です。

世界数十か国に【技術輸出（業界初）】。当社の開発技術が、現在では世界で活躍する技術
として定着しています。
研究機関や大学、企業と共同開発を活発に行い、当社でしかできない技術を有する【技術立
社】です。

特殊土木と言われる我々の業界において、大学で学んだ土木に関する知識が、地盤改良や
建築基礎などの技術開発・設計・施工管理に活きてきます。

【同期と差が付く技術力があなたのモノになります。】

土木・建築にとらわれず最適な技術を活用し、あらゆる問題を技術で解決する【地下の総合
エンジニアリング】企業です。
建築で学んだ知識を、当社にて活かしてください。

福利厚生：借り上げ賃貸住宅である独身寮は、好評です。
教育研修：入社後は、基礎知識習得のため、業務に関する【基本教育】を毎月実施しています。
各階層での集合研修やOJT教育も実施しています。

福利厚生：借り上げ賃貸住宅である独身寮は、好評です。
教育研修：入社後は、基礎知識習得のため、業務に関する【基本教育】を毎月実施しています。
各階層での集合研修やOJT教育も実施しています。

聞きにくいこともなんでも聞ける採用担当が好評です。
是非一度、ブースにお越しください☆

土木事業で定評のある会社ですが、近年は建築系の学生も多数入社し、活躍中です。是非
一度、ブースにお越しください☆

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005870/ケミカルグラウト【鹿島グループ】 　建設52

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

当社の特徴は高い定着率・安定経営・充実の福利厚生です。地元トップのゼネコンとして多
くの公共施設、官公庁や空港ターミナルビルなどの建築を手がけ、68 年間黒字決算を続け
ています。

東京でも実績を重ね分譲・デザイナーズマンションなどを幅広く手掛けて躍進。当社が
90％以上の高い顧客リピート率を誇っているのは「徹底した品質管理」をお客様に信頼して
頂いているからです。

□施工管理
まっさらな土地から、建物の完成までプロデュースし、都市をデザインしていくオーケストラ
の指揮者のような仕事です。
入社後は先輩から仕事を学び、一人前の現場責任者を目指していただきます。

最初に新入社員研修を行います。その後1ヶ月の専門研修を実施し現場に配属、OJTで専
門的知識・能力を育成します。半年後にフォローアップ研修、最後に新入社員卒業研修を
行い、社会人として自立を支援します。

当社の福利厚生は箇条書きにすると、実に35 項目もあります。一般的な社会保険だけで
なく、帰省費用会社負担などとても充実しています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00042094/合田工務店　東京本店　建設41

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

◇計画〜設計〜施工　全てのプロジェクトの担当者として関わることができ、完成していく
実感はひとしおです。◇道路、河川、都市計画、上下水道及び農業農村整備など幅広くキャ
リア形成することができます。

建築物の設計・工事に関わる営繕分野、建築基準法に基づく許認可・指導などを行う建築
行政分野、市町村と連携してまちづくり等を進める都市計画分野など、幅広い分野でキャリ
アを積むことができます。

【ビックデータを活用した交通安全対策の実施】
◇ Hondaとの協同政策！ カーナビシステムの走行データ等を活用して交通安全対策実施
中！ 先進政策大賞受賞！ 2200 件の政策の中で全国1位になりました。

建物劣化調査に赤外線カメラ搭載ドローンを導入しています。今後、施設の日常点検、建築
基準法に基づく定期点検など建物維持管理分野でのさらなる活用を目指します。

1 バイパス建設、橋梁の架替・耐震補強・修繕、電線地中化等の道路事業　2 河川改修、
調節池整備、水辺空間整備等の河川砂防事業
3 都市計画区域指定、市街地再開発、県営公園の建設・管理等の都市公園事業　など。

業務内容は企画、設計、積算、工事、維持管理、法に基づく許認可・指導、都市計画など多
岐にわたります。そのため多様なフィールドがあり、色々なかたちで専攻を生かすチャンスが
あります。

【研修が充実！】◇公務員として必要な知識向上やキャリア形成のための職位別研修　◇
土木技術習得のための専門的研修

【新規採用職員への支援！】年齢の近い先輩職員が1対1で指導員となる制度（1年間）

【研修が充実！】◦公務員として必要な知識向上やキャリア形成のための職位別研修　
　　　　　　　◦一級建築士の資格取得支援研修

【新規採用職員への支援！】年齢の近い先輩職員が1対1で指導員となる制度（1年間）

【ワークライフバランスの推進】◇有給、特別（夏休み）、リフレッシュ等の休暇が充実◇ノー
残業デー（水曜日）、育休制度充実

【レク大会の開催】◇ソフトボール大会、レク大会（ソフトバレー等）を開催！ 

【ワークライフバランスの推進】　ノー残業デー、ワークライフバランス推進デーほか
【産休・育休制度の充実】
　産前・産後休暇をはじめとした制度の充実
　男性の育児休業の取得促進

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00057974/埼玉県庁　官公庁10
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PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

土木系出身者の活躍フィールドも多種多様にあります。施工管理は勿論ですが、製品開発
や設計など、建築系だけでなく幅広い分野にチャレンジできます。

建築の常識を覆す、リユース可能な動く不動産「モバイルスペース」は、必要な時に必要だけ
必要な空間を提供し、建築における様々な課題にチャレンジしています。

在来に工法に比べて、施工スピードが圧倒的に早く施工管理期間が在来よりも短く、様々
な案件に携われる点と建物をリユースさせる資源循環型のビジネスモデルによる、環境負荷
の軽減にも繋がります。

リユース可能な動く不動産という新しい建築を独自技術で開発し、建築と機械を融合させ
た折り畳んで持ち運ぶことができ、リユースも可能な工業化建築を開発、設計、生産してい
る。

施工管理を希望される方がを多いですが、自社一貫をとり、様々なフィールドで活躍頂いて
います。施工管理の他、製品開発（構造、意匠、設備）、建築設計、営業など、幅広い部門で
活躍頂いています。

自社一貫をとり、様々なフィールドで活躍頂いています。製品開発（構造、意匠、設備）、建
築設計、施工管理、営業など、幅広い部門で活躍頂いています。

各種福利厚生は、完備しておりますが、土木学生に特化した福利厚生や育成プログラムは
御座いません。

各種福利厚生は完備しておりますが、建築学生に特化した福利厚生や育成プログラムは御
座いません。

リユース可能な動く不動産「モバイルスペース」の特徴を活かし、今までにない建築アプロー
チから新しい空間の在り方を実現させましょう！ 

リユース可能な動く不動産「モバイルスペース」の特徴を活かし、今までにない建築アプロー
チから新しい空間の在り方を実現させましょう！ 

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00023764/三協フロンテア　建設5

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

明治から続く在来線や日本の大都市を結ぶ東海道新幹線、次世代を担うリニア中央新幹線
に関する業務に携わることができます。計画からメンテナンスまで、鉄道施設全般に亘る幅
広い領域を業務範囲としています。

“社会の発展に貢献できる建築の創造”として街の顔である駅など鉄道施設を中心とした
建築物の設計、監理、維持管理に携わることができます。計画からメンテナンスまで、幅広
い領域を業務範囲としています。

リニア中央新幹線構造物の技術開発支援や土木構造物の補強技術・維持管理技術の開発
など、鉄道事業に携わった技術者のノウハウを生かし、JR東海が行う鉄道輸送サービスの
ための技術開発に取り組んでいます。

リニア中央新幹線建築物の技術開発支援やBIMの導入・活用にも取り組み、今後の発展
が期待される新しい技術を積極的に活用しています。

コンクリートまたは鋼構造の設計、解析、調査
地盤の試験、解析、実験

建築物の調査・企画・設計・監理・維持管理
意匠設計・構造設計・設備設計
建築物の耐震診断・補強設計
店舗内装設計・監理

新入社員研修に加え、配属後はOJT 研修として、先輩社員がサポート役としてつき、実務を
通して仕事に必要な知識やスキルを習得します。また、資格取得を奨励する制度が充実して
います。

新入社員研修に加え、配属後はOJT 研修として、先輩社員がサポート役としてつき、実務を
通して仕事に必要な知識やスキルを習得します。また、資格取得を奨励する制度が充実して
います。

JR東海グループ唯一の鉄道系建設コンサルタントとして、安全・安定・快適な鉄道輸送を支
えています。公共性の高い鉄道を通して、技術力で社会に貢献できる仕事です。

建築系では“一級建築士事務所”として、駅や車両基地などの鉄道施設だけでなく、駅構内
店舗、駅ビル、事務所など幅広い設計活動を行っています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00042363/ジェイアール東海コンサルタンツ　 
建設コンサルタント28

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

JFEシビルは、同グループ唯一の総合建設会社で、強固な経営基盤のもと、安定した業績
を出し続けている企業です。
2019年 3月決算では売上1090 億、営業利益 60 億と右肩上がりに伸びております。

世界有数の鉄鋼メーカー、JFEスチールグループは鉄鋼関連事業をコアに、土木、建設、物
流などの分野にも領域を広げ、グループ全体の売上高は約3.8兆円を誇っています。

グリッドメタル、橋梁ダンパー等を独自の技術で開発。またメタルロード工法による道路拡
幅等の土木工事に関する設計・施工では製鉄所で培った技術を、より利便性の高い工法へ
進化させ、オンリーワン技術として確立。

大型物流倉庫、工場、事務所等の建築工事に関する設計・施工や、システム建築工法を用
いた工場、立体駐車場等に関する設計・施工、システムトラス、デバイス（耐震制震部材）等
の開発・施工・販売をしております。

社会基盤事業部：社会のインフラニーズに対応した様々な独自技術を活かした施工管理、も
しくは構造設計。
鉄鋼土建事業部：広大な製鉄プラントにおける、多種再々な施工管理。
等

建築事業部：長期施工の大規模な構造物・様々な工種の施工管理、もしくは構造・意匠・設
備設計。
システム建築事業部：短中期施工で着工から竣工まで一貫した施工管理、もしくは構造・意
匠設計。等

会社の財産である社員が、長く勤められる環境を整えております。
業務の効率化、残業削減、有給消化率の向上などの働き方改革、また家族手当や住宅手
当などの手厚い福利厚生にも力を入れております。

優秀な技術者育成のため、人材育成に力をいれています。複数の職種、携わる建物の規模
間、施工期間など、異なるスケールの幅広い業務を経験することができるからこそ技術者と
して成長が早いことも特徴のひとつです。

新入社員研修では、1年間のOJT（実地）研修を実施、2年目以降も階層別研修、希望によ
り海外研修を実施し、シビル社員としてのスキルを高めていきます。

資格取得のための対策講座や学資支援制度、資格手当てなどを用意。早期合格者には祝
金を支給します。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00009477/ＪＦＥシビル　建設16
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『造らない建設会社』それがショーボンド建設です。当社は構造物の劣化診断から補修・補
強工事の設計〜施工までの総合メンテナンス事業を行っています。当社で構造物メンテナ
ンスのエキスパートを目指しませんか?

『造らない建設会社』それがショーボンド建設です。当社は構造物の劣化診断から補修・補
強工事の設計〜施工までの総合メンテナンス事業を行っています。当社で構造物メンテナ
ンスのエキスパートを目指しませんか?

つくば市にある『補修工学研究所』では、創業以来当社で培ってきた補修補強の経験・技術
を融合し、新たな補修補強技術が生み出されています。「化学技術と土木・建築技術を融合
した」大変珍しい施設です。

つくば市にある『補修工学研究所』では、創業以来当社で培ってきた補修補強の経験・技術
を融合し、新たな補修補強技術が生み出されています。「化学技術と土木・建築技術を融合
した」大変珍しい施設です。

「補修・補強」の現場は、現場が始まってみないとわからないことも多く、幅広い知識が必要
とされます。コンクリートに関する知識や構造力学等、授業で学んだことをはじめ、専門知
識を活かせるフィールドがあります。

「補修・補強」の現場は、現場が始まってみないとわからないことも多く、幅広い知識が必要
とされます。授業で学んだことをはじめ、専門知識を活かせるフィールドがあります。

入社後は、1年間かけて社会人としての基礎を身に着けます。設計演習や営業体験、現場
実習を経て仕事のオペレーションと基礎知識を学びます。2年目の振り返り研修、中堅社
員研修、管理職研修等も行っています。

入社後は、1年間かけて社会人としての基礎を身に着けます。設計演習や営業体験、現場
実習を経て仕事のオペレーションと基礎知識を学びます。2年目の振り返り研修、中堅社
員研修、管理職研修等も行っています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005433/ショーボンド建設　建設40
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1棟1棟をフリープランで設計・施工する木造戸建住宅を手掛けています。北欧のデザイン
と気密・断熱の高さが特長の当社は、顧客満足度で高評価を受けています。

1棟1棟をフリープランで設計・施工する木造戸建住宅を手掛けています。北欧のデザイン
と気密・断熱の高さが特長の当社は、顧客満足度で高評価を受けています。

構造の特徴は木製サッシ3層ガラス窓の標準仕様と、骨太の構造材の壁パネルによる、耐
久性と気密断熱施工です。窓と壁パネルはスウェーデンの工場で生産され、現場の施工で
もさらに気密施工で精度を向上させます。

構造の特徴は木製サッシ3層ガラス窓の標準仕様と、骨太の構造材の壁パネルによる、耐
久性と気密断熱施工です。窓と壁パネルはスウェーデンの工場で生産され、現場の施工で
もさらに気密施工で精度を向上させます。

戸建て住宅の設計または施工管理の仕事です。住宅の施工管理では大型建築と違い、施
主との信頼関係とコミュニケーションが重要です。また職人とともに品質、安全を全うして
チームワークでつくり上げます。

戸建て住宅の設計または施工管理の仕事です。設計は1棟1棟をお客様と打ち合わせてプ
ランニングするため、非常に濃密な打合せのなかでお客様ののニーズを引出し、プロとして
の提案が求められます。

施工管理職には当社独自の施工管理に必要なステップとして、気密測定技能士や社内検定
により検査士、上級検査士などの社内資格を経て施工管理の経験値を上げていきます。

設計職では新卒入社から内勤設計員として主にCADなどで製図、見積もり業務を経て設計
士へとステップアップします。経験と知識を積むことで安心して設計を担当することになり
ます。

是非当社ブースへお越しをお待ちしております！ 是非当社ブースへお越しをお待ちしております！ 

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00012531/スウェーデンハウス　住宅47
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当社は1901年に創業して以来、空調・給排水設備事業のパイオニアとして、「安全・安心・
快適な空間環境」を常に社会へ提供し、明治・大正・昭和・平成と各時代で数多くの実績を
築いてきました。

施工の合理化・品質の確保・環境負荷の低減を満たすべく、自社系列工場におけるプレハブ
工法（あらかじめ工場で製作し、工場現場で完成品を取り付ける工法）やBIMの活用を推進
し、生産性の向上を目指しています。

【工事（施工管理）】職人さんを指揮し、工程や予算を管理しながら、現場をまとめる。頭を使っ
て、ヒト・モノ・カネを動かす仕事。

【設備設計】建物の場所・目的・利用者数などから、ベストなプランを組み立てる。

新入社員研修・フォローアップ研修・資格取得講座といった教育プログラムがあるほか、ジョ
ブローテーション制度で入社3 年間は工事部門と設計部門をローテーションし、どちらも経
験することができます。

「もっとコミュニケーション」を合言葉に、社員同士でレクリエーションを楽しむ機会が多い
です。労働組合が企画するイベントや数多くの部活動を通じて、アットホームな社風が培わ
れているところが大きな魅力です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005787/須賀工業　設備29
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上場

【設計力】【商品力】【技術力】を兼ね備えた家づくりをしています。自由度の高さを、当社で
訓練された設計士・施工監理士が支えています。
人と地球に優しい木を使い、豊かで気持ちの良い空間を提供します。

【設計力】【商品力】【技術力】を兼ね備えた家づくりをしています。自由度の高さを、当社で
訓練された設計士・施工監理士が支えています。
人と地球に優しい木を使い、豊かで気持ちの良い空間を提供します。

特許取得の【ビッグフレーム構法】は、木で大空間を実現しています。最大7,100mmのスパ
ンを実現し、耐震性は鉄やRCと比較しても業界最高峰の強さを誇ります。他社では真似で
きない技術力があります。

特許取得の【ビッグフレーム構法】は、木で大空間を実現しています。最大7,100mmのスパ
ンを実現し、耐震性は鉄やRCと比較しても業界最高峰の強さを誇ります。他社では真似で
きない技術力があります。

■建築技術職（設計職・生産職） 注文住宅の設計（顧客との打合せ・基本設計・実施設計・
見積り作成）、注文住宅の施工（顧客との打合せ・現場監理）
■研究開発職
建築構法の研究・開発等

■建築技術職（設計職・生産職） 注文住宅の設計（顧客との打合せ・基本設計・実施設計・
見積り作成）、注文住宅の施工（顧客との打合せ・現場監理）
■研究開発職
建築構法の研究・開発等

完全週休 2日制、有給休暇、育児支援制度、介護支援制度、在宅勤務制度、フレックスタイ
ム制度、インターバル制等
手上げ型、階層型、選抜型、自己啓発型研修、国内外大学院進学支援制度、各種資格取得
支援制度等

完全週休 2日制、有給休暇、育児支援制度、介護支援制度、在宅勤務制度、フレックスタイ
ム制度、インターバル制等
手上げ型、階層型、選抜型、自己啓発型研修、国内外大学院進学支援制度、各種資格取得
支援制度等

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00010761/住友林業　住宅セミ
ナー
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上場

お客様の要望に対する提案に、決まった答えはありません。夢が現実になる瞬間にお客様
の喜びは本当に大きなものとなります。お客様と一緒に、夢をカタチに変えていく。そんな
やりがいがあなたを待っています。

重要な寺社仏閣などの建築や大規模修理では、雨の影響を受けないよう建物の上に工事用
の屋根を設けています。同様に、長く暮らしていただきたいお客様の住まいをセキスイハイ
ムは“屋根の下”で大切につくります。

住宅カンパニーでは、製品開発、生産技術開発、設備技術開発、設計・施工など、幅広い
活躍フィールドが存在します。ジョブローテーションを通じて、セキスイハイムの新製品開発
に携わることもできます！ 

◦独身寮、転勤者住宅、単身赴任寮　　　◦ライフイベント関連新婚生活補助
◦新婚家賃補助　　　◦出産育児補助　　　◦自己啓発支援補助など

一生に一度のおうちづくりのパートナーとしてお客様に寄り添い、幸せな生活の礎を作る住
宅メーカーでの仕事です。「ありがとう」の言葉は、何物にも代えがたいやりがいを感じられ
ます。ぜひ体感してみませんか?

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00001506/積水化学工業　住宅カンパニー　住宅9
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上場

風通しの良い自由闊達な社風です。施工を進める過程で、困難な問題に直面した際には、
一緒に仕事をする仲間と年次や役職に関わらず協力し、チームワークで解決します。

風通しの良い自由闊達な社風です。施工を進める過程で、困難な問題に直面した際には、
一緒に仕事をする仲間と年次や役職に関わらず協力し、チームワークで解決します。

大深度・大口径シールド、大深度地下トンネルの分岐合流技術（リボルバー工法）や自律制
御建設機械の開発（T-i ROBOシリーズ）、また無人化施工技術やCIM（3D描画）などの最
先端技術を活用しています。

超高層ビル解体工法「テコレップシステム」やオフィスビルの都市型 ZEB（ゼロ・エネルギー・
ビル）等の技術を開発しています。

安全・安心な社会の構築を実践する土木工事には自然環境の保全が最重要。土木構造物
の設計や施工には、コンクリート工学、構造力学、土質工学等の勉学が必須です。土木工
事は社会に貢献できる仕事です。

建築学科系出身の学生の他にも、機械・電気を学ばれている学生も様々な活躍のフィール
ドがあります。是非、「地図に残る仕事。」に活かしてください。

入社以降、会社全体や各部門ごとに行う研修の他、日常業務を通じて上司やチューター指
導のもと、OJT教育を実施しています。また寮や社宅、保養所を保有しており、オンとオフ
の両面をサポートしています。

入社以降、会社全体や各部門ごとに行う研修の他、日常業務を通じて上司やチューター指
導のもと、OJT教育を実施しています。また寮や社宅、保養所を保有しており、オンとオフ
の両面をサポートしています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005370/大成建設　建設セミ
ナー
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道路・橋梁・ダムをはじめとしたインフラ整備や、商業施設・オフィスビル・大型デザインマ
ンションなど、幅広く建設しています。そして廃棄物処理場の適性閉鎖事業など、環境事業
にも積極的に取り組んでいます。

道路・橋梁・ダムをはじめとしたインフラ整備や、商業施設・オフィスビル・大型デザインマ
ンションなど、幅広く建設しています。そして廃棄物処理場の適性閉鎖事業など、環境事業
にも積極的に取り組んでいます。

シールド工事の主流である当社が技術開発した泥土加圧シールド工法や大深度地下工事
における活躍が期待されているニューマチックケーソン工法の両工法で大型土木プロジェク
トに参画しています。

国や各自治体の庁舎建設、工場や教育施設、国内トップクラスのデベロッパー発注の住宅
建設等事業を強化。その結果、完成品はデベロッパーさんのCMに起用されたり、グッドデ
ザイン賞等の受賞もしています。

自分が手がけたものが世代を超えて社会に必要とされることの喜び・モノづくりの醍醐味は
格別です。やる気と自信にあふれる方、自身が成長したいと思える方には目標を持って取り
組めます。

中堅ゼネコンならではの規模であり1現場3〜5 名で施工しているので工種ごとの分担業務
ではなくすべての工事に携われ最初から最後まで知り尽くせます。大型物件も施工している
ので技術屋として幅広く成長できます。

◇入社前内定者通信教育
◇新入社員研修（1カ月）
◇入社6か月後フォローアップ研修
◇中堅社員職種別研修（入社後4、9、15 年目）（1週間）◇各種技能研修◇語学研修

◇入社前内定者通信教育
◇新入社員研修（1カ月）
◇入社6か月後フォローアップ研修
◇中堅社員職種別研修（入社後4、9、15 年目）（1週間）◇各種技能研修◇語学研修

「信頼に応える確かな技術」をモットーに、様々な特許技術を開発してきました。若手社員
に大きな裁量と責任ある仕事をどんどん任せ、エンジニアとして誇りを持って働ける環境が
あります。

「信頼に応える確かな技術」をモットーに、様々な特許技術を開発してきました。若手社員
に大きな裁量と責任ある仕事をどんどん任せ、エンジニアとして誇りを持って働ける環境が
あります。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005532/大豊建設　建設39
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仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

◦新築（スクラップ＆ビルド）から、維持活用（ストック）活用の時代！ 
 →今後の建築技術には、改修工事のスキルが必須！ 
◦景気に左右されにくい安定した事業！ 

◦新築（スクラップ＆ビルド）から、維持活用（ストック）活用の時代！ 
 →今後の建築技術には、改修工事のスキルが必須！ 
◦景気に左右されにくい安定した事業！ 

◦入社後1ヶ月間の同期全体での集合研修！ 
◦配属後は1年間教育担当がつきOJTで業務をサポート！ 
◦資格取得支援も充実！ 
◦資格手当て有！ 

◦入社後1ヶ月間の同期全体での集合研修！ 
◦配属後は1年間教育担当がつきOJTで業務をサポート！ 
◦資格取得支援も充実！ 
◦資格手当て有！ 

【以下どれか一つでも当てはまる方は是非ブースにお越し下さい】
◦建物が建てられた後の使われ方に興味がある。
◦リノベーションに携わっていきたい。
◦できるだけ多くの人と出会える仕事がしたい。

【以下どれか一つでも当てはまる方は是非ブースにお越し下さい】
◦建物が建てられた後の使われ方に興味がある。
◦リノベーションに携わっていきたい。
◦できるだけ多くの人と出会える仕事がしたい。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00007960/大和ライフネクスト　不動産43

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

創業115 年という実績・経験の下、多くのお客様から信頼を得てきました。若手を育てるこ
とに注力しており、他社（特に大手）より早く一人前の代理人（現場のトップ）になれ、より早
い成長が見込まれます。

建物には様々な施工方法がありますが、弊社はマンション・商業施設・学校・病院等、多種
多様にわたる案件の施工を行い、長年かけてその実績を積み上げ、技術力を磨いてきました。

建築や土木関係を学んできた方は、他文系出身の学生より専門的な知識がリードしている
ことは明確です。リノベーション部では設備だけでなく、内装や電気関係の学んだ知識も
活かすことができます。

◆社宅完備（条件あり）◆ベネフィットワン◆保養所多数◆スポーツイベント
◆資格取得研修◆ OJT 研修◆外部研修

スポーツイベントへの参加だけでなく、複数イベントを企画し社内コミュニケーションの活
性化を図っています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00041202/竹村コーポレーション　設備14
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土木系 建築系

土木系 建築系

土木系 建築系

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

道路、河川、港湾、都市計画、公園、上下水道など幅広い分野に関する企画、設計、工事監
督、その他維持管理などの業務に従事できます。

建築物や土地利用に関する許認可、指導などを行います。また、都市計画や住宅政策など
都市整備に関する企画、県有施設の新築、増改築または修繕に関する設計、工事監督など
の業務に従事できます。

福利厚生※千葉県職員共通
【各種給付金】保険給付（病気、けが等の際の給付）、共済年金など
【健康管理】定期健康診断、人間ドックなど
【その他】娯楽施設等の割引契約など

福利厚生※千葉県職員共通
【各種給付金】保険給付（病気、けが等の際の給付）、共済年金など
【健康管理】定期健康診断、人間ドックなど
【その他】娯楽施設等の割引契約など

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00085948/千葉県庁　官公庁48

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

当社は都市土木に強みがあり、鉄道や都心部での工事が多く、人々の生活に密着したプロ
ジェクトに携わることが出来ます！ 当社は超高層建築、大スパン構造に強みを持ち事業の展開をしています。

当社独自技術についてはHPにて詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください。 当社独自技術についてはHPにて詳しく解説しておりますので、是非ご覧ください。

土木施工、土木設計・技術開発 意匠設計、構造設計、設備、建築施工

2019年度入社新入社員については10ヶ月間の研修を実施中。仕事の基礎をしっかりと身
に着けてから現場に配属します。

一級建築士の資格取得を支援しています！ 当社では取得支援のため、「建築士道場」という
受験プログラムを実施中です。

当社はICT/IoTを駆使し、新しい設計、施工の体現に取り組んでいます。BIMを活用した新
しい設計、施工を行うことによって生産性の向上を図ります。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005381/東急建設　建設セミ
ナー

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

当社では専門性の高い提案を行う為、東京鉄鋼土木（株）というグループ会社を設立し、土
木分野での製品・工法提案を行っております。取引先も土木会社になりますので、より特化
した知識を身に着けることが可能です。

スーパーゼネコンと呼ばれる企業をはじめ、建設業界の名だたる企業との取引・商談が行え
ます。メーカー側から高度なエンジニアリングを提供し、建設業界を縁の下の力持ちとして
支えることが可能です。

国土交通省が推進する建設現場の生産性向上「i-Construction」に適合する技術として、せ
ん断補強鉄筋用金物、プレキャスト部材用鉄筋継手、独自技術の構造物の同一断面継手
が可能な工法があります。

当社の生産する高強度鉄筋・提案する機械式継手や機械式定着は、超高層建築物や大型
建築物の建設において欠かせないアイテムとなっており、今後増える超超高層建築物などに
多くの採用が見込まれます。

当社の顧客はゼネコン・設計会社になりますので、メーカーであっても土木系の知識を使っ
た商談や業務をすることが可能です。

当社の顧客はゼネコン・設計会社になりますので、メーカーであっても建築系の知識を使っ
た商談や業務をすることが可能です。

OJT制度による社内指導や、外部講師による勉強会等、足りない知識を補えるよう講習も
実施しております。

OJT制度による社内指導や、外部講師による勉強会等、足りない知識を補えるよう講習も
実施しております。

当社には土木系出身社員が多数活躍しております！ 鉄筋について深く勉強をされていない
方でも、入社後は先輩社員による丁寧な指導を通して知識を深めていただきます！ 

当社には建築系出身社員が多数活躍しております！ 鉄筋について深く勉強をされていない
方でも、入社後は先輩社員による丁寧な指導を通して知識を深めていただきます！ 

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00002605/東京鉄鋼　鉄鋼18
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土木系 建築系

土木系 建築系

土木系 建築系

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

線路メンテナンスにより鉄道の安全・安定輸送に貢献しています。また高架橋、橋梁、トン
ネルの新設、改良、補強工事や線路下横断工事・立体交差工事等の豊富な施工実績を誇り
ます。

鉄道工事で培った建築技術は駅舎工事をはじめ、様々な分野に活躍の場を広げています。
集合住宅などの居住施設、オフィスビル・ホテルなどの商業施設、学校・庁舎・福祉施設など、
多くの実績を積み重ねています。

防災工事や耐震補強工事の施工においても、新工法の開発を積極的に進めています。 環境事業と協働で、ワンストップショッピング戦略、一気通貫戦略を展開中です。

◦線路工事の現場施工管理
◦土木工事の現場施工管理、積算 ◦建築工事の現場施工管理、設計、積算、設備

建設業にとって必須資格である一級土木施工管理技士、技術士などの会社として必要な資
格を取得した社員に毎月技能手当を支給しています。

◦建設業にとって必須資格である一級建築施工管理技士や一級建築士などの会社として必
要な資格を取得した社員に毎月技能手当を支給しています。
◦一級建築士受験選抜制度あり（内勤異動＋基本受講料補助）。

◦日本一の鉄道線路メンテナンス会社
◦鉄道を軸に、相互に補完しあうバランスのとれた事業部門
◦JR東日本とのパートナーシップに基づく安定した受注
◦安定した業績と、圧倒的に健全な財務内容を誇る会社

◦日本一の鉄道線路メンテナンス会社
◦鉄道を軸に、相互に補完しあうバランスのとれた事業部門
◦JR東日本とのパートナーシップに基づく安定した受注
◦安定した業績と、圧倒的に健全な財務内容を誇る会社

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005525/東鉄工業　建設45

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

創立は昭和恐慌時代の1929年。資材の乏しい中、兵庫県西宮市鳴尾浜の埋立という難
工事に挑み、戦争による中断もありながら工業港建設を成し遂げ、その後の経済成長に寄
与しました。

建築部門では多種多様な建築物の施工実績があります。庁舎・事務所、集合住宅、教育施設、
医療・福祉施設、工場・物流施設等幅広い分野で多くの施工実績を積み重ねてきました。

当社は、海洋土木のエキスパートとして、長年にわたり日本の沿岸を自然災害から守る防災・
減災に貢献し、その培った技術・ノウハウは大きく領域を拡げ、陸上土木、建築などの各方
面で多くの実績を残しています。

当社は、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）にも積極的に取り組んでおり、
設計提案だけにとどまらず、施工BIMへの展開も進めています。

土木技術職：施工管理、設計、研究
機械技術職：技術開発 建築技術職：施工管理、設計、設備、研究

各種社会保険、持株会、財形貯蓄、保養所
一級土木施工管理技士、技術士試験対策講座、作業所長育成講座等の職種別研修プログ
ラムや新入社員研修、入社6ヶ月フォロー研修、2年目フォロー研修等の階層別研修

各種社会保険、持株会、財形貯蓄、保養所
10年教育プログラム、一級建築施工管理技士、一級建築士対策講座、作業所長育成講座
等の職種別研修や新入社員研修、入社6ヶ月フォロー研修、2年目フォロー研修

当社としては、地球にやさしい技術の開発や積極的な環境保全、あるいは働きやすさ、人を
大切にする企業風土にさらに磨きをかけていき、日本の建設産業の発展に寄与できればと
考えています。

当社としては、地球にやさしい技術の開発や積極的な環境保全、あるいは働きやすさ、人を
大切にする企業風土にさらに磨きをかけていき、日本の建設産業の発展に寄与できればと
考えています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005502/東洋建設　建設33

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

道路や鉄道といった社会基盤の構築や、ランドマークとなるような建物の建築、災害対策や
復興支援などに関わる仕事などを行っています。人々の生活を支える役割を担う為、社会貢
献度の高さが魅力です。

道路や鉄道といった社会基盤の構築や、ランドマークとなるような建物の建築、災害対策や
復興支援などに関わる仕事などを行っています。人々の生活を支える役割を担う為、社会貢
献度の高さが魅力です。

建築分野では防災に関する技術の研究・開発を積極的に行っています。天井落下の危険低
減装置「ペアロッククリップ」や建物健全性を即時に判定する地震モニタリングシステム「ユ
レかんち」などが代表例です。

土木分野では立体高架橋の急速構築技術「すいすいMOP工法」を始めとする都市・交通イ
ンフラを造るための技術を多数開発しています。また、浮体式洋上風力発電事業等の土木
技術を活用した新規事業も行っています。

建築施工、生産設計、設備施工、意匠設計、構造設計、設備設計、エンジニアリング、
技術研究開発　他 土木施工、エンジニアリング、技術研究開発　他

当社は特に人材育成に力を入れており、新入社員から管理職まで、基礎力と専門力を養う、
研修・教育制度を設けています。

当社は特に人材育成に力を入れており、新入社員から管理職まで、基礎力と専門力を養う、
研修・教育制度を設けています。

当社が一番大事にしているもの。それは「人」です。ブランドメッセージ「人がつくる、人でつ
くる」を掲げ。これからも戸田建設は「人の想いを繋ぐものづくり」を行っていきます。

当社が一番大事にしているもの。それは「人」です。ブランドメッセージ「人がつくる、人でつ
くる」を掲げ。これからも戸田建設は「人の想いを繋ぐものづくり」を行っていきます。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005382/戸田建設　建設35
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PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

戸田建設のグループ会社である当社。
建物やお客様とは、新築よりもはるかに長くお付き合いが続きます。
当社は、戸田建設グループとお客様とを繋ぎ、技術力と質の高いサービスで、建物の一生を
見守り続けます。

当社が持つ専門の研修施設には給排水設備の訓練機器や自動火災報知設備などが設置さ
れ、ビル設備についてよく学習できます。建物にとってどんな設備が必要かイメージが湧き
やすく、工事現場でも知識を活かせます。

生まれた瞬間から老化が始まる『建物』。
リニューアルという魔法で、『建物』に新しい命を吹き込み、生まれ変わらせるためには、常に
進歩する技術を駆使することができる、建築系学部で学ぶ皆様の力が必要です！ 

1　資格取得支援（月額手当,合格祝金,学校等費用補助）
2　育児休業・短時間勤務制度（実績あり）、　3　介護休業・短時間勤務制度（実績あり）
4　ベネフィットステーション会員、　5　共立リゾートの法人会員

40年以上の長きに渡るライフステージ。
様々な事情に応えるべく、『全国型』に加えて、ご都合で出身地に戻って活躍したいと考えて
いる方には『エリア職』制度があります。地元で地域に貢献したい方も大歓迎です！ 

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00155066/戸田ビルパートナーズ 
（戸田建設グループ）　建設54

PRポイント、
強み

独自の技術や
未来の最先端
技術の紹介

専攻を活かせる
仕事の
フィールド

福利厚生、
人事育成
プログラムなど

その他

上場

当社は創業85 年を迎える総合建設企業です。創業以来有名かつ名だたる作品に大きな実
績を遺してきました。現在、土木事業は関東圏でのみ展開しており転勤の可能性がない為、
安心して働いて頂けます。

当社は創業85 年を迎える総合建設企業です。創業以来,民間建築を主体とし、海外でも広
く展開しております。幅広い技術力を身につけたい、グローバルに活躍したい、そんな方に
ぴったりです！ 

新しい技術も積極的に取り入れており、国土交通省発注で初となるICT土工工事を手掛け、
同省主催のICT 講座では講師役を担う等、生産性向上に向けた取組みも活発に行っており
ます。

免震技術や制振技術等に力を入れております。更に海外ではシンガポール建築建設庁が実
施する“Top10Contractors” （優良な建物供給を目的とした評価制度によるランク付け）に
て1位に輝きました。

土木施工管理：土木現場における施工管理業務を担って頂きます。
建築施工管理：建築現場における施工管理業務を担って頂きます。
設備：建物の空調や給排水等の設備を整備して頂きます。
設計：意匠・構造の両側面から、お客様の要望に沿った建物の設計図を作成して頂きます。

当社では「人の成長なくして会社の成長なし」というモットーの下、教育体制に注力しており
ます。入社後は約3週間に渡る新入社員研修があり、基礎的なビジネスマナーや現場、安
全に関する基礎を身につけて頂きます。

当社では「人の成長なくして会社の成長なし」というモットーの下、教育体制に注力しており
ます。入社後は約3週間の新入社員研修があり、基礎的なビジネスマナーや現場、安全に
関する基礎を身につけて頂きます

何より社風が自慢！！ オンとオフの切り替えがり「仕事を離れれば、みんなで楽しく過ごす」
という風土があります。テニス部、囲碁部などクラブ活動も盛んです。様々な社員と交流し
仲を深められる機会が多くあります。

何より社風が自慢！！ オンとオフの切り替えがり「仕事を離れれば、みんなで楽しく過ごす」
という風土があります。テニス部、囲碁部などクラブ活動も盛んです。様々な社員と交流し
仲を深められる機会が多くあります。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005530/ナカノフドー建設　建設36
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上場

道路、鉄道、電力・ダム、空港・港湾などの社会インフラの整備を通じて、人々の生活、経済・
社会活動を支えています。長年にわたって培った技術力と現場力で、安全・安心で豊かな国
土づくりに貢献しています。

高度な技術力と現場力で、オフィスビルから文化・教育施設、商業施設、医療施設に至る多
様な建築物の建設を手がけ、企画設計段階から運営・メンテナンスまで、建物の生涯を通じ
たサービスの提供を実現しています。

穿孔探査「DRISS」
油圧削岩機による岩盤の穿孔において、各種作動油圧や穿孔速度の変化等から、切羽前
方の穿孔区間の地山性状を定量的に評価・予測する探査手法です。

西松式超高層RC住宅プレキャスト工法
超高層RC住宅の建設に当たり、躯体のプレキャスト化を図った工法です。近年では、柱梁
接合部をプレキャスト化した工法も実施しています。

土木職
施工現場での安全・工程・原価等を管理し、協力業者の作業進捗状況や工程管理、施工図
作成や材料手配、お客様や設計事務所との交渉等も行う施工管理や、営業支援や現場支
援を行う設計部門を担います。

建築施工職
施工現場で安全・工程・原価等を総合的に管理する仕事です。協力業者の作業進捗状況や
工程管理、また施工図の作成、材料の手配などを行うとともに、施主や設計事務所との交
渉等も行います。

各個人のマネジメント能力と対人能力の向上を図る階層別教育や、基礎的知識や専門的ス
キルを計画的に習得できる技術者・資格取得教育を継続して実施しています。

各個人のマネジメント能力と対人能力の向上を図る階層別教育や、基礎的知識や専門的ス
キルを計画的に習得できる技術者・資格取得教育を継続して実施しています。

比較的若い時から責任ある仕事を任せる一方、手厚い人材育成を行っています。家族的な
風通しの良い社風が特徴です。

比較的若い時から責任ある仕事を任せる一方、手厚い人材育成を行っています。家族的な
風通しの良い社風が特徴です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005534/西松建設　建設38
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プレストレストコンクリート（PC）技術に特化し、橋梁メーカーとして専門性を発揮できるこ
とが強みです。橋は人と人、地域と地域をつなぐ、土木構造物の中でシンボル的な存在。
とても“やりがい”のある仕事です

プレストレストコンクリート（PC）技術に特化し、橋梁メーカーとして専門性を発揮できるこ
とが強みです。橋は人と人、地域と地域をつなぐ、土木構造物の中でシンボル的な存在。
とても“やりがい”のある仕事です

■スーパープレテン桁：高強度のPC 鋼材とコンクリートを融合させ、軽量化、耐久性を向
上させた橋桁。■組立式 PC 桟橋：PC 技術を応用し、部材を現地で組立てる。場所打ち
RC 桟橋に比べ生産性、耐久性が向上している。

■スーパープレテン桁：高強度のPC 鋼材とコンクリートを融合させ、軽量化、耐久性を向
上させた橋桁。■組立式 PC 桟橋：PC 技術を応用し、部材を現地で組立てる。場所打ち
RC 桟橋に比べ生産性、耐久性が向上している。

■学校で学んだコンクリートに関する知識、スランプ・圧縮強度試験などは、施工管理業務
に直結します。
■構造力学の知識も、設計や足場などの構造計算に活かせます。

■学校で学んだコンクリートに関する知識、スランプ・圧縮強度試験などは、施工管理業務
に直結します。
■構造力学の知識も、設計や足場などの構造計算に活かせます。

充実した1年間の新入社員研修制度・資格取得支援制度・社内各種研修制度　等 社員の
成長を応援してくれる会社です。

充実した1年間の新入社員研修制度・資格取得支援制度・社内各種研修制度　等 社員の
成長を応援してくれる会社です。

奨学金返済支援制度・女性はもちろん男性の育児休業の取得促進・家賃補助制度　等　社
員の働きやすい環境整備にも積極的に取り組んでいます。

奨学金返済支援制度・女性はもちろん男性の育児休業の取得促進・家賃補助制度　等　社
員の働きやすい環境整備にも積極的に取り組んでいます。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00024013/日本ピーエス　建設3
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国内唯一の原子力の総合的研究開発機関として、民間では難しい研究から大規模なプロ
ジェクトまで様々な分野での研究開発を行い、大型の研究施設や最先端の実験装置を有し、
世界の原子力研究開発をリードしています。

国内唯一の原子力の総合的研究開発機関として、民間では難しい研究から大規模なプロ
ジェクトまで様々な分野での研究開発を行い、大型の研究施設や最先端の実験装置を有し、
世界の原子力研究開発をリードしています。

原子力施設の基盤を支えるインフラ整備から原子力施設の地震・津波対策と幅広い業務と
なっています。さらには、耐震評価の技術向上を目的とした工学研究も実施しています。

原子力施設の建築物は高い耐震性やしゃへい機能など一般施設に比べ、多くの機能を求め
られます。機構には他には例の無い施設も数多くあり、それらの施設の耐震評価や新たな
施設の建設などの業務を実施しています。

土木系では、地質調査から、設計・工事、耐震解析まで業務内容は多岐に渡ります。研究
では、耐震安全性向上を目的とした活断層研究・地震動研究を行っており、様々な専攻を活
かせるフィールドがあります。

建築系では原子力施設（建物）の耐震診断や耐震解析評価、地震動評価、新規施設の建家
設計や工事監理まで幅広い業務内容となっており、様々な専攻を生かせるフィールドがあり
ます。

各種福利厚生制度は国家公務員に準じて整っております。また、「人材ポリシー」を定め、各
職員のきめ細やかなキャリアパスの構築を支援しております。将来的に海外の研究機関等
に留学する機会もございます。

各種福利厚生制度は国家公務員に準じて整っております。また、「人材ポリシー」を定め、各
職員のきめ細やかなキャリアパスの構築を支援しております。将来的に海外の研究機関等
に留学する機会もございます。

ゼネコン等とは違う政府系の研究機関での土木建築系の業務について、是非、ご関心・興
味を持って頂ければと思います。先輩職員も来場しておりますので、仕事の魅力や教育制度
などいろいろと質問してください。

ゼネコン等とは違う政府系の研究機関での土木建築系の業務について、是非、ご関心・興
味を持って頂ければと思います。先輩職員も来場しておりますので、仕事の魅力や教育制度
などいろいろと質問してください。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00072640/国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構　特殊・独立行政法人19
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やりたいことにチャレンジできる社風の会社です。
土木出身であっても建築の仕事にチャレンジできます。
土木系出身者もハンデなし！ 

現在、オリンピック関連工事施工中
◦商業施設、医療福祉施設等を幅広く建設
◦やりたい仕事にチャレンジでき、社員アンケート約 90％が「仕事に興味・やりがいがある」
と回答、アットホームな雰囲気がウリです！ 

創業以来の豊富な経験に裏打ちされた技術力、そして真面目な姿勢が強みです。
◦BIM導入
◦第55回　BCS賞受賞
◦リノベーション工事/耐震改修工事

創業以来の豊富な経験に裏打ちされた技術力、そして真面目な姿勢が強みです。
◦BIM導入
◦第55回　BCS賞受賞
◦リノベーション工事/耐震改修工事

◦建築施工　　◦意匠設計
◦構造設計　　◦設備
希望すれば営業も可

◦建築施工　　◦意匠設計
◦構造設計　　◦設備
希望すれば営業も可

研修：新入社員/フォロー/富士教育訓練センター/施工図等の研修
福利厚生：資格取得支援制度/リゾート施設利用/家族の誕生日祝い/財形貯蓄/持ち株
会等
◦一級建築士の資格取得時に100万円支給制度有

研修：新入社員/フォロー/富士教育訓練センター/施工図等の研修
福利厚生：資格取得支援制度/リゾート施設利用/家族の誕生日祝い/財形貯蓄/持ち株
会等
◦一級建築士の資格取得時に100万円支給制度有

土木系、環境系の参加者大歓迎です。
気軽に話を聞きに来てください。

「人が財産」をモットーとする当社では、
社員の教育や福利厚生はもちろん、若いうちから一人ひとりに期待する役割が大で、がんば
る若手社員に早くから多くのチャンスがあります。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005631/日本建設　建設11
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当社は、国内建設コンサルタント企業における売上高NO.1の企業です。人々の生活を支え
る社会基盤整備に向け、様々なフィールドで、国内外のコンサルタント事業や電力エンジニ
アリング事業を展開しています。

当社は、国内建設コンサルタント企業における売上高NO.1の企業です。人々の生活を支え
る社会基盤整備に向け、様々なフィールドで、国内外のコンサルタント事業や電力エンジニ
アリング事業を展開しています

当社の中央研究所では、VRやAR、MRの最先端技術を駆使し様々な研究をしています。
災害シュミレーションの映像化やハザードマップの作成を通じ、防災教育や災害対策のサ
ポートツール等への活用を目指します。

当社の中央研究所では、VRやAR、MRの最先端技術を駆使し様々な研究をしています。
災害シュミレーションの映像化やハザードマップの作成を通じ、防災教育や災害対策のサ
ポートツール等への活用を目指します。

土木全般、水圏環境、都市・交通計画、交通運輸、地盤、情報、インフラマネジメント、防衛
基盤、地質・防災・砂防・地熱、農業、環境、防災マネジメント、エネルギーマネジメント　
等のコンサルティング業務

建築、都市空間事業における計画、調査、設計を総合的に行うコンサルティング業務

福利厚生：フレックスタイム制度、在宅勤務、サテライトオフィスの実施、くるみんマークの
取得、社内託児所の設置　等
人事育成：新入社員研修、OJT制度、フォローアップ研修、資格取得支援制度、等

福利厚生：フレックスタイム制度、在宅勤務、サテライトオフィスの実施、くるみんマークの
取得、社内託児所の設置　等
人事育成：新入社員研修、OJT制度、フォローアップ研修、資格取得支援制度、等

専門性を活かしながら、社会に貢献できる仕事がしたい！ 
という思いのある方は、是非当社の講演にお越しください。皆さまの質問にできる限りお答
えいたします。

専門性を活かしながら、社会に貢献できる仕事がしたい！ 
という思いのある方は、是非当社の講演にお越しください。皆さまの質問にできる限りお答
えいたします。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005393/日本工営　コンサルタント51
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道路、橋、鉄道、トンネル、ダム、上下水道など、公共性の高いものの施工を幅広く行ってい
ます。特に「土」に関しては豊富な経験とノウハウを持っており、トンネルやダム工事、土地
造成などに強みがあります。

マンション、福祉施設、官公庁舎など、私たちの生活に身近な建物や生活を豊かにする施
設などの建築工事を手がけています。近年、超高層のマンションやホテル、食品工場、大型
物流センターの建設に注力しております。

ドローン測量により図面を3D 化し計画から施工、維持管理までより正確かつ効率的に行
う技術、3D図面を基に位置情報データをプログラミングしたICTブルドーザーが自動で掘
削する技術をいち早く導入、活用。

免震技術や建物診断、補修補強などの「リニューアル技術」を開発し、いち早く実用化。また、
BIM・3次元の建物のデジタルモデルを設計、施工から維持管理までのあらゆる工程で活用
しています。

専門学科で学んだことは勿論、土木工学以外でも、理数系の研究課題を突き詰めて学んだ
経験や、学業以外の活動でのコミュニケーションやマネジメント経験のすべてが、土木技術
者としての仕事に活かされます。

専門学科で学んだことは勿論ですが、”ものづくり”へのこだわりをお持ちで、チームで一つ
のものをつくりあげていくことに喜びを感じられえる方であれば、学生時代の様々な活動が
仕事に活かせます。

土木の施工は一口には語れません。道路、橋、鉄道、トンネル、ダム、上下水道など、工種
ごとに学ぶべきことがたくさんあります。様々な工種で経験と実績を積み重ねた当社だから
こそ、学べることがあります。

入社1年目から8 年目までを想定した研修プログラムを組んでいます。新入社員研修後は、
現場でのOJTと、集合研修によるOff-JTを交互に行い、早く責任のある立場につけるよう、
育成を行います。

当社の原点は「復興」。戦後、吉田茂首相によって、日本の国土をいち早く開発すべく設立さ
れた会社です。国土が荒廃し、絶望感が漂う中、日本の未来をつくるために「挑戦」してき
たDNAが今も受け継がれています。

当社の原点は「復興」。戦後、吉田茂首相によって、日本の国土をいち早く開発すべく設立さ
れた会社です。国土が荒廃し、絶望感が漂う中、日本の未来をつくるために「挑戦」してき
たDNAが今も受け継がれています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00061168/日本国土開発　建設46
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当社を一言で表すと「地下構造物のスペシャリスト」です。多くのトンネル建設と地下空間建
設プロジェクトで先進的な技術を提供し、日本だけにとどまらず、世界の社会基盤整備に貢
献している会社です。

シールドトンネルに関しては業界屈指の技術力を持っています。これまで、東京湾アクアラ
イン、東京外環自動車道など多くのトンネルを設計した実績があり、現在は首都高の地下化
プロジェクトにも携わっています。

土木系の専攻であれば、大学で学んだことをすぐ仕事に活かせます。若手でも、誰もが知っ
ている道路や鉄道の設計に携わることができ、意欲があればプロジェクトリーダーを任され
ることもあります。

産育休はもちろん、子どもが小学校を卒業するまで時短勤務が可能なため、女性でも働き
やすい環境が整っています。また、会社として有給取得促進日が設定されているので、休み
やすい雰囲気もきちんとあります。

分からなくても先輩社員や上司が全力でサポートしてくれる、そんな雰囲気のある職場です。
日本工営とのグループ合同研修に参加できたり、社内勉強会も盛んなため、技術者として
間違いなく成長できる会社です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00015908/日本シビックコンサルタント　 
建設コンサルタント50
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ビル管理事業・マンション管理事業をはじめ、効率的な不動産経営を実現する「プロパティ
マネジメント事業」、大規模修繕・リニューアル・インテリア工事、公共施設管理など建物全
般に関する運営管理を担っています

ビル管理事業・マンション管理事業をはじめ、効率的な不動産経営を実現する「プロパティ
マネジメント事業」、大規模修繕・リニューアル・インテリア工事、公共施設管理など建物全
般に関する運営管理を担っています

「技術力」「提案力」「ホスピタリティ」を兼ね備えた不動産総合運営管理会社としてありとあ
らゆる建物の管理を行うことができます。

「技術力」「提案力」「ホスピタリティ」を兼ね備えた不動産総合運営管理会社としてありとあ
らゆる建物の管理を行うことができます。

【ビル管理】付加価値を高めるサービスの実現に向け、ニーズに応じてフレキシブルにサポー
ト業務を行います。【建築事業】多方面からの情報収集と蓄積したノウハウを活かし建物に
応じた工事・修繕計画をご提案します

【ビル管理】付加価値を高めるサービスの実現に向け、ニーズに応じてフレキシブルにサポー
ト業務を行います。【建築事業】多方面からの情報収集と蓄積したノウハウを活かし建物に
応じた工事・修繕計画をご提案します

【人材育成】私たちは社員一人ひとりを充実した研修・資格取得制度でサポートしています。
（階層別研修、専門研修、選別型研修等）
【福利厚生】福利厚生クラブ利用、スポーツ同好会・レクリエーション助成金制度等

【人材育成】私たちは社員一人ひとりを充実した研修・資格取得制度でサポートしています。
（階層別研修、専門研修、選別型研修等）
【福利厚生】福利厚生クラブ利用、スポーツ同好会・レクリエーション助成金制度等

【働き方改革】（4月1日より実践）
■勤務時間を10 分間短縮■有給休暇取得日の日数増■月1回半日有給を推奨　等
社員が生き生きと働き家族やパートナーを含めた幸せを実現させるため改革を実践しており
ます。

【働き方改革】（4月1日より実践）
■勤務時間を10 分間短縮■有給休暇取得日の日数増■月1回半日有給を推奨　等
社員が生き生きと働き家族やパートナーを含めた幸せを実現させるため改革を実践しており
ます。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00071451/野村不動産パートナーズ　ビル管理7
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土木系学科卒の先輩社員多数！ 
◦人々のくらしに寄り添い支える仕事がしたい方
◦安定・成長していく業界で働きたい方
◦大規模プロジェクトに携わってみたい方　　必見です。

【長谷工グループ】
マンション施工実績No.1、日本のマンション業界をリードしてきた長谷工グループ。
その長谷工グループでリフォーム事業を一手に担うのが、私たち長谷工リフォームです。

【長谷工技術研究所】
「住む人が、永く安心して快適に暮らせる住まいつくり」を目指し、建物の長寿命化や耐震性
強化、環境問題など、集合住宅に関する様々な性能実験や研究開発にチャレンジしていま
す。

【リフォーム事業の将来性】
古いものをただ直すだけでなく、人々の安心で快適な暮らしを未来へつなぐ。豊富な知見と
確かな技術を持つ長谷工リフォームだからできる仕事があります。

◦導入研修、フォローアップ研修 ◦Be3（ビーキューブ）制度
◦長谷工コーポレーション新築現場研修 ◦技能者養成研修
◦資格取得奨励　ほか

【やりがい】
技術者の仕事の中でも、お客様に感謝される仕事。工事が完了して「ありがとう」、「工事が
終わるとさみしくなる」など、感謝の言葉を頂いた時はありがたさとやりがいを感じます。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00081058/長谷工リフォーム（長谷工グループ）　住宅15
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上場

PC（プレストレスト・コンクリート）技術を初めて日本で商業化した会社。
1952年の創立以来、PC 技術の先駆者として、競争が熾烈な建設業界の中でも独自の存
在感を堅持しながら事業を展開しています。

三菱金曜会（三菱グループ主要27社）に名を連ねる三菱グループ唯一のゼネコン。
三菱グループの共通理念に基づき、内外に向かって開かれた集団としての拡大を図り、将来
へ向かっての更なる発展を目指しています。

「橋」に強み。新設橋梁、維持補修、東京オリ・パラ開催に関連する工事の発注が増加する
なか、防災・減災対策、インフラ老朽化対策、働き方改革に伴う工期短縮の要請によりPC
に対する需要が高まっています。

東京スカイツリーの心柱（あの五重の塔に使われた制振技術の現代版）のような最先端技
術に応える確かな技術力は、津波避難施設や、耐震、免震構造物にも数多く応用され、人々
の暮らしを守っています。

◆技術系：施工管理、設計、研究開発 ほか
中堅ゼネコンならではの強みとして、受注〜竣工まで幅広い業務に携わることが出来ます。
何でも相談しやすい環境で、技術者として大きな成長が期待出来ます。

◆技術系：施工管理、設計、建築設備 ほか
ものづくりの第一線で、当社の誇る高い技術・ノウハウを学べます。予測や段取り、進捗管
理といったマネジメント能力が日々の業務を通して身に付きます。

当社では、若手の人材育成に特に力を入れて取り組んでいます。新入社員研修は、土木系・
建築系ともに入社後 6ヶ月間かけて実施し、座学から体験実習を通して、自慢の技術を基礎
から学ぶことが出来ます。

若手研修の他にも、様々な立場の社員を対象とした研修を企画し、キャリア熟成期・活用
期の節目ごとに積極的なキャリアアップ支援を行っています。新卒定着率は業界の平均と
比較しても、高い水準となっています。

インターンシップ参加者から、「アットホームな職場の雰囲気を感じられた」、「入社した際の
働き方がイメージできた」等の声を頂きました。是非御参加ください！ 

当社最大の魅力は社員のアットホームな雰囲気です！ 笑顔あふれる現場インターンシップ
を体験してみませんか?

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00002191/ピーエス三菱　建設49
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上場

究極の安全を追求するため、設備メンテナンスと耐震補強等の自然災害対策を実施してい
ます。また、鉄道ネットワークの拡充や駅改良工事などの建設プロジェクト、くらしづくりに
取り組んでいます。

鉄道事業・生活サービス事業を支えるさまざまな建物のライフサイクル全体にかかわること
や、駅周辺を開発することで培われたノウハウ・提案力が、JR東日本の「建築」フィールドの
特徴・やりがいです。

ICT・センサー・データ伝送の技術を用いて営業列車で高頻度に設備データを収集・分析し、
効率的なメンテナンスを実現します。また、3Dモデルやクラウドを活用したプロジェクトマ
ネジメントに取り組んでいます。

多くのお客さまにご利用いただく駅の高いポテンシャルを維持・向上させるために、社会環
境の変化にアンテナを張り、柔軟に対応した駅空間を創り出し、新たなヒト・モノ・コト・情
報の流れを創出します。

線路・土木・建設・生活サービス 建築・生活サービス

JR東日本では、多様な人材が働き続けられるような制度を整備しているほか、若いうちから
課題を乗り越える挑戦を続け、試行錯誤のなかで「経験」という財産を積み重ねていくことで

「人」を育てています。

JR東日本では、多様な人材が働き続けられるような制度を整備しているほか、若いうちから
課題を乗り越える挑戦を続け、試行錯誤のなかで「経験」という財産を積み重ねていくことで

「人」を育てています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00010876/東日本旅客鉄道（JR東日本）　鉄道セミ
ナー
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上場

当社は首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）で自社でマンション用地を仕入れ、事業計画を立
案して事業主に提案。特命で工事を受注する「造注方式」という事業モデルを展開しており、
高収益、高品質を誇っています。

現在、超高層マンションの再開発事業に取り組んでいます。超高層建物に対応するため、
大手構造設計事務所や大学教授の協力を仰ぎ、質の高い知識と技術の蓄積に積極的に取
り組んでいます。

私たちが求める人材は建築系の勉強をされてきた方。学校の専攻が実践の場ですぐに役立
つわけではありませんが、施工管理を行う上で建築の基本的な素養が必要となる場面が多々
あります。

当社では「一級建築施工管理技士」「一級建築士」試験を受験する職員が資格スクールに通
学する場合、学費の半額を負担する「資格取得学費補助制度」や試験前の社内勉強会があ
り、社員の技術向上を応援しています。

当社では若手社員の技術向上を図るため、研修制度や諸手当を充実させており、向上心あ
る社員がスキルアップを目指すことができます。また、首都圏勤務ですので、転勤が無いこ
とも特徴です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00089301/ファーストコーポレーション　不動産42
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落石や雪崩などの自然災害から「人の命や生活を守る製品」を創る開発型の防災メーカーで
す。開発・設計・営業・製造・施工までの全工程を自社で管理する一貫体制で、世の中にな
い新技術、新工法を創り出しています。

落石や雪崩などの自然災害から「人の命や生活を守る製品」を創る開発型の防災メーカーで
す。開発・設計・営業・製造・施工までの全工程を自社で管理する一貫体制で、世の中にな
い新技術、新工法を創り出しています。

業界シェアNo.1の落石防護補強土壁や、日本初の雪崩と落石の対策が同時にできるフェン
スを開発。開発力・技術力がJICA（国際協力機構）に認められ、日本企業で初めてトルコ共
和国に雪崩対策製品を設置。

業界シェアNo.1の落石防護補強土壁や、日本初の雪崩と落石の対策が同時にできるフェン
スを開発。開発力・技術力がJICA（国際協力機構）に認められ、日本企業で初めてトルコ共
和国に雪崩対策製品を設置。

落石防護柵、雪崩予防柵など鋼構造物製品の設計をするにあたり、構造力学や材料力学な
どの知識が活かせます。また、災害対策をする現場の状況確認や製品の設置位置などを決
定するために、測量を行うこともあります。

落石防護柵、雪崩予防柵など鋼構造物製品の設計をするにあたり、構造力学や材料力学な
どの知識が活かせます。また、災害対策をする現場の状況確認や製品の設置位置などを決
定するために、測量を行うこともあります。

約1ヵ月の新入社員研修をはじめ、実務社員、中堅社員、管理職を対象とした、階層別のス
キル開発研修、専門知識研修を実施しています。他にも、働きながら大学院の博士課程等
で学べる修学支援制度があります。

約1ヵ月の新入社員研修をはじめ、実務社員、中堅社員、管理職を対象とした、階層別のス
キル開発研修、専門知識研修を実施しています。他にも、働きながら大学院の博士課程等
で学べる修学支援制度があります。

「ひとつの技術が、たくさんの命を救う」当社の製品は日本国内2,300箇所以上に設置され
ています。設計職は現場調査や施工指導を担うこともあり、製品検討から施工まで一貫し
て関われるやりがいある仕事です。

「ひとつの技術が、たくさんの命を救う」当社の製品は日本国内2,300箇所以上に設置され
ています。設計職は現場調査や施工指導を担うこともあり、製品検討から施工まで一貫し
て関われるやりがいある仕事です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00086942/プロテックエンジニアリング　建設22
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マイダスアイティは、コンピューターグラフィクス基盤のシミュレーション技術と先端解析及
び最適化設計分野において世界レベルの高い技術力を保有しています。

MIDAS Family Programはすべての工学及び産業領域で安全性と経済性分析のための解
析や設計に適用され、特に、建築、土木、地盤など建設分野においては世界中で広く使用さ
れています。

◦技術分野・・・工学技術用ソフトウェアの開発及び保守管理
◦営業・・・建築ソフトウェア事業企画及び技術営業
◦コンサルタント・・・新事業に関する事業計画及び実行/管理

充実の福利厚生に加えて、自社ならではなものもございます！ 
ハッピーポイント（自己啓発費、6,000円/月）
有休制度（本人誕生日など18 項目）
入社お祝い（ランニングシューズ、万年筆、名刺入れ）

日本国内では（1,854 社13,183ライセンス）、全世界では（約100,000ライセンス）使われて
いて、建築分野から土木/地盤分野、機械分野にかけて、多分野で活躍できるようにまで成
長してきました。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00044128/マイダスアイティジャパン　ソフトウェア44
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実践型のインターンシップです。
企画・提案行います。
また実例見学などもあります。

お気軽にお越しください。

2×4工法のリーディングカンパニーの当社の技術力をお見せします。性能・オーダーメイド・
デザインの3つを掛け合わせた『最高峰の住まい』をご覧いただけます。

2×4工法のリーディングカンパニーの当社の技術力をお見せします。性能・オーダーメイド・
デザインの3つを掛け合わせた『最高峰の住まい』をご覧いただけます。

設計・施工管理・商品開発・技術研究 設計・施工管理・商品開発・技術研究

入社後3週間 入社後3週間

震度 7に60 回耐えた耐震性。
木造で7階建て建築。

震度 7に60 回耐えた耐震性。
木造で7階建て建築。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00006048/三井ホーム　住宅23
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ゼネコンとも設計事務所とも異なる、デベロッパーの技術職。
自分の考えを住まいという形にし、街づくりを行う仕事について、ぜひ体験しに来てくださ
い。

ゼネコンとも設計事務所とも異なる、デベロッパーの技術職。
自分の考えを住まいという形にし、街づくりを行う仕事について、ぜひ体験しに来てくださ
い。

徹底した品質管理を基に、安心安全な住まいを提供しています。建築基準法より厳しい、
「チェックアイズ」という独自の基準に従って設計・施工することで、品質を担保しています。

徹底した品質管理を基に、安心安全な住まいを提供しています。建築基準法より厳しい、
「チェックアイズ」という独自の基準に従って設計・施工することで、品質を担保しています。

建物の構造検証、土地の安全性を担保する計画の企画など。
学生時代に学んだ建築知識を活かし、マンションのコンセプト策定、ゾーニングや機能選
定、計画図面のブラッシュアップから、ゼネコンと共同して施工現場の品質管理までを行っ
ていただきます。

福利厚生・人材育成等は、事務系社員と同等です。詳しくはお尋ねください。 福利厚生・人材育成等は、事務系社員と同等です。詳しくはお尋ねください。

「指示されたものをつくる」のではなく、「世の中に求められているものをつくる」ことに興味
はありませんか?お客様が求める住まいはどのようなものか、考えて決めるデベロッパーの
仕事をぜひ知ってください！ 

「指示されたものをつくる」のではなく、「世の中に求められているものをつくる」ことに興味
はありませんか?お客様が求める住まいはどのようなものか、考えて決めるデベロッパーの
仕事をぜひ知ってください！ 

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00055835/三菱地所レジデンス　不動産12
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プラントは、様々な建屋、大きさや機能の異なる機器から構成されており、一つとして同じも
のはありません。また、環境に貢献しながら、スケールの大きな仕事に携わることができる
のも当社業務の魅力の一つです。

プラントは、様々な建屋、大きさや機能の異なる機器から構成されており、一つとして同じも
のはありません。また、環境に貢献しながら、スケールの大きな仕事に携わることができる
のも当社業務の魅力の一つです。

設計・建設工事管理（現地所長・工事監督） 設計・建設工事管理（現地所長・工事監督）

◇借上寮有
◇各種教育制度有 （語学教育、社内技術研修、MHIグループ研修等）

◇借上寮有
◇各種教育制度有 （語学教育、社内技術研修、MHIグループ研修等）

プラントは多様な設備の集合体とも言えます。ご自身の専攻に加え、機械や電気などの知
識を幅広く活用したい方にとって、大変遣り甲斐のある仕事です。

プラントは多様な設備の集合体とも言えます。ご自身の専攻に加え、機械や電気などの知
識を幅広く活用したい方にとって、大変遣り甲斐のある仕事です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00045411/三菱重工環境・化学エンジニアリング　 
プラントエンジニアリング26
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その他

官公庁との取引も多く、トンネル・道路・橋桁など、これまでにも様々な公共工事に携わって
きました。当社の高い施工技術が評価され、近畿地方整備局局長表彰を受賞したこともあ
ります。

高い施工技術を建築系の工事に活かし、由緒ある寺社や高層マンションも手掛けています。
多くの協力会社の方々と協働し、何もないところから建築物をつくる面白さややりがいは建
設業ならでは。

アーバンリング工法：
平面的な施工ヤードの制限や上空制限のある狭隘な場所でも施工可能であり、周辺地盤へ
の影響が少なく、かつ作業環境の改善を図ることを目的として開発した工法です

PCa工法：
建築現場でコンクリート躯体をつくる在来工法とは違い、コンクリートを工場で生産してか
ら現場へ運び込み、つなぎ合わせる工法です

タブレット端末を使用し現場・施工管理（現場職員100％支給）
図面を作成する際はAutoCADを使用

タブレット端末を使用し現場・施工管理（現場職員100％支給）
図面を作成する際はAutoCADを使用

入社後は仕事・社風に慣れていただく為、3ヶ月間は各支店に一人ではなくグループで配属し
ます。
資格取得の支援として施工管理技士資格の勉強会等、独自の教育法を設けております。

入社後は仕事・社風に慣れていただく為、3ヶ月間は各支店に一人ではなくグループで配属し
ます。
資格取得の支援として施工管理技士資格の勉強会等、独自の教育法を設けております。

近年の新入社員の当社に入社を決めた理由として
◦アットホームな雰囲気　　◦社員さんが話しやすかった　　◦早い段階で所長になれる
等のお声を頂いております

近年の新入社員の当社に入社を決めた理由として
◦アットホームな雰囲気　　◦社員さんが話しやすかった　　◦早い段階で所長になれる
等のお声を頂いております

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00080807/森本組　建設8
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上場

メイン事業の橋梁事業は、100年に渡り業界のリーディングカンパニーとして、設計・研究
開発の上流から、工場での製作、そして現場施工まで、一貫して自社で行っています。近年
は保全にも力を入れております。

横河独自の鉄骨造のシステム建築（yess建築）は、工場や倉庫などの大空間建築物を、短工
期・低コスト・高品質で提供しています。現在の建設業界にマッチした建築工法として、メディ
アも注目の建築製品です。

橋づくりはすべてがオーダーメイド。常に高い技術力が求められ、設計や工場製作、現場施
工について、毎回新しい課題に真摯に取り組み、結果を出してきました。その積み重ねが「技
術の横河」と評価される所以です。

日本で唯一のシステム建築専用工場では、最大限に軽量化した設計による鉄骨を、迅速か
つ安定した品質で生産でき、また、システム化した部材は少人数での現場施工を可能にする、
これからの建築製品です。

先輩達は、設計、製作、施工管理、研究開発などの様々な部門で活躍しています。また、鋼
構造だけでなく、コンクリート製品も取り扱っております。

入社後の教育によりシステム建築の特徴を理解し、構造設計、鉄骨製作管理や施工計画な
ど、設計〜製作〜施工管理と様々な部署で活躍できます。

施　設：独身寮、食堂施設あり（昼食費補助）
保　険：各種社会保険（雇用保険、厚生年金保険、健康保険、労災保険）
教　育：技術士資格（鋼構造 等）の取得支援

施　設：独身寮、食堂施設あり（昼食費補助）
保　険：各種社会保険（雇用保険、厚生年金保険、健康保険、労災保険）
教　育：1級建築士資格取得の学費補助

弊社は社会インフラの整備を伝統的な「ものづくり」の企業として支えています。インフラを
次の100年へと繋いでいく、使命感と責任感を持った人材との出会いを期待しております！ 

弊社はマーケットを拡大し、建築業界の新しいスタンダードを勝ち取ることを目指しており
ます。ビジネスモデルに共感し、様々なことにチャレンジする熱い意思を持った人材との出
会いを期待しております！ 

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00013955/横河ブリッジホールディングス　建設37
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新しい技術を取り入れ、他都市に先駆けた先進的な取組に積極的に取り組むほか、横浜市
の高い技術力を活用し、国際技術協力にも力を入れています。活躍のフィールドは市内にと
どまらず、世界にまで広がっています。

新しい技術を取り入れ、他都市に先駆けた先進的な取組に積極的に取り組むほか、横浜市
の高い技術力を活用し、国際技術協力にも力を入れています。活躍のフィールドは市内にと
どまらず、世界にまで広がっています。

現在建設中の横浜環状北西線の橋梁では、鋼細幅箱桁や鋼コンクリート合成床版などの
新技術を採用し、コストの削減を図ったり、免震などの地震に強い構造を採用し安心安全
に配慮しています。

現在建設中の新市庁舎では、免震構造と制振構造のハイブリッドで、国内最高ランクの耐
震性能を確保するとともに、最先端技術によるエネルギー消費の抑制や自然エネルギーの
活用により、高い環境性能を実現します。

主に、総合的な都市整備や、道路、河川、上下水道、港湾、地下鉄などの計画・建設において、
土木関係の専門的技術の業務に従事します。

主に、総合的な都市整備や、公共施設（庁舎・学校・地下鉄など）の建設、開発・建築指導な
どの業務に従事します。

入庁後 2年間は、一人ひとりに合わせた「育成計画」を各職場で作成し、先輩職員が丁寧に
指導しているほか、年間計画に基づき、専門分野で必要とされる知識や技術を習得できる
研修を数多く実施しています。

入庁後 2年間は、一人ひとりに合わせた「育成計画」を各職場で作成し、先輩職員が丁寧に
指導しているほか、年間計画に基づき、専門分野で必要とされる知識や技術を習得できる
研修を数多く実施しています。

行政のプロフェッショナルとしての使命感を持った職員一人ひとりがいきいきと働き、職員
一丸となって「チーム横浜」で、未来につながる持続可能なまちづくりを進めています。横浜
市役所のブースでお待ちしています。

行政のプロフェッショナルとしての使命感を持った職員一人ひとりがいきいきと働き、職員
一丸となって「チーム横浜」で、未来につながる持続可能なまちづくりを進めています。横浜
市役所のブースでお待ちしています。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00084280/横浜市役所　官公庁53
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『LUMINE』『NEWoMan』といった 商 業 施 設 の 運 営と、インターネット通 販 サイト
『iLUMINE』の運営を通し、新しいライフスタイル・価値を創り出すことで、期待を超える感
動をお届けしていきます。

昨年12月にインドネシアのジャカルタへ「LUMINE JAKARTA」、2020年春に「NEWoMan 
横浜店（名称仮）」等、新規開発において最先端のデザイン及び建築設計を形にしています。

設備等のビルマネジメント全般から、新規開発におけるコンセプト構築、フロアデザインや
各所素材選定など、設計・施工会社をはじめとする多くの関連企業とやり取りする際に、ア
イデアや知識、スキルが活かされます。

社員の多様な働き方実現のため、『きらきらルミネ』というプロジェクトにて、「選択勤務制
度」「ジョブリターン制度」といった、ワークライフバランスに配慮した働き方を可能とする制
度を次々を新設しています。

「お客さまの思いの先をよみ、期待の先をみたす。」の企業理念のもと、都心で働く女性に対
して『感動体験』を生み出す商業施設を創る仕事です。

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00037521/ルミネ（ＪＲ東日本グループ）　百貨店30
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上場

百二十余年、海洋土木事業のパイオニアとして「人にも自然にも快適な環境づくり」を目指し
た事業を展開してきました。浚渫や埋立、防波堤や海底トンネルなど港湾事業で数多くの
実績を残しています。

民間、官庁と実績を着実に積み上げ、現在におけるセグメントとしての礎を確かなものとしま
した。今後も時代のニーズに即したアメニティ空間の創造を目指し、事業を展開していきます。

自然エネルギーを利用した風力発電は、有害廃棄物を排出しないため地球環境に優しい発
電方法の一つです。当社は事業計画の策定から現地調査、設計施工、メンテナンスに至る
までの総合的な提案を行っています。

快適性を重視した人と自然と建物の調和をテーマに集合住宅、高齢化社会に向けてますま
す整備が期待される医療施設や福祉施設、その他商業施設、交通運輸施設、文化教育施設、
工場倉庫と幅広く工事を手がけています。

施工管理、設計、積算、技術開発、建設機械・特殊船舶の管理・開発　他 施工管理、設計、積算　他

独身寮や帰省旅費など充実した福利厚生制度は、高い社員満足度を得ています。
新入社員研修から若手社員フォローアップ研修、技術別研修と各年代別に幅広い研修が用
意されています。

独身寮や帰省旅費など充実した福利厚生制度は、高い社員満足度を得ています。
新入社員研修から若手社員フォローアップ研修、技術別研修と各年代別に幅広い研修が用
意されています。

◦ 自己申告制度：1年に1度、仕事内容・配属先・勤務地などの希望や相談を会社に申告で
きる制度

◦資格取得支援：受験費用負担・講習会などの受講費用および教材費負担・奨励金支給

◦ 自己申告制度：1年に1度、仕事内容・配属先・勤務地などの希望や相談を会社に申告で
きる制度

◦資格取得支援：受験費用負担・講習会などの受講費用および教材費負担・奨励金支給

https://job.career-tasu.jp/2021/icorp/00005426/若築建設　建設24




