
ＪＯＢ ＦＥＳＴＡ ２０１９
201９年１月１８日（金） 13：30〜17：30

お問い合わせ 奈良先端科学技術大学院大学 キャリア支援室 TEL：0743−72−5922

主催︓奈良先端科学技術⼤学院⼤学 キャリア⽀援室

〜研究内容や履歴書等を持参しての技術議論や就職相談もOK(前期課程学⽣を除く)〜

会場 奈良先端科学技術大学院大学 ミレニアムホール
時間 13：30～17：30（受付開始13：15）

25分×5コマ ＋ フリータイム90分
①13:30-13:55   ②14:00-14:25 ③14:30-14:55
④15:00-15:25   ⑤15:30-15:55   16:00～フリー

進学予定の博士前期課程の学生、他大学、他研究機関の方も積極的にご参加ください！

■参加企業（予定・五十音順）

花王(株) 研究開発部門 京セラ(株) グリコ栄養食品(株) 産業技術総合研究所(産総研) GEヘルスケア・ジャパン

シスメックス(株) (株)資生堂 ３Ｍジャパングループ ソニー(株) タカラバイオ(株) タマノイ酢（株）

(株)テクノプロ テクノプロ・R&D社 (株)デンソー (株)東芝 (株)とめ研究所 ＪＴ(日本たばこ産業株式会社)

ＮＥＣ（日本電気） 中央研究所 日本電産(株)  日本電信電話(株) NTT研究所 パナソニック(株) マクセル(株)

三菱電機(株) 先端技術総合研究所 ライオン(株) 楽天(株) ECプラットフォーム開発部

入退場自由 予約不要服装自由



《プロフィール》
　弊社はグリコグループに属する原料メーカーです。
「おいしさと健康」の企業理念のもと、⾷品原料やファインケミカル素材
の製造販売を⾏っている会社です。国内での⾷品原料では、特にグル
テンのシェアが圧倒的です。
　研究開発の分野は、澱粉、グルテンをはじめ、植物抽出物（⾊
素）、健康⾷品素材、化粧品素材と多岐にわたっています。
近年は、タンパク質の加⼯⽅法に関する研究にも注⼒しています。

《博士人材に求めること》
　⾷品に興味を持ち、お客様の求める流⾏にも敏感で、「おいしさと健
康」をお客様へ提供するために具現化できるアイデアが豊富な⼈材を
求めています。もちろん単にアイデアではなく、⾼度な専⾨的な知識を
ベースに科学的なアプローチで実現してもらう事が必要です。
　⼊社後は製品を担当して研究開発を⾏い、主に国外⼯場で⽣産を
⽴ち上げるまでの責任ある仕事をしてもらいます。
【来訪を期待する学⽣の領域】

【来訪を期待する学⽣の領域】

NAIST 博士・ポスドク JOB FESTA 2019　出展企業プロフィール　［５０音順］

花王(株)　（研究開発部門）

GEヘルスケア・ジャパン

《プロフィール》
　花王は、消費者と顧客の⽴場にたった “よきモノづくり”で、世界の⼈々の豊
かな⽣活⽂化の実現に貢献することを⽬指しています。
　研究開発部⾨では、消費者のニーズを背景に商品を設計し、技術を実⽤化
する「商品開発研究」と、様々な領域の先端の科学技術を掘り下げ、物質や
現象のしくみを解き明かす「基盤技術研究」が相互に連携しながら研究を推進
しています。このようなマトリックス運営により、消費者満⾜を実現する“よきモノ
づくり”を追求しています。

《博士人材に求めること》
　５年間を⼤学院で学ぶことを選んだ皆さんなので、専⾨性には⾃信をお持ち
と思います。専⾨性以外で期待することは、①⼤学院で５年間学ぶに⾄った
“志”　、②研究（内容/領域）に対する想い・ポリシー・こだわり、　③ご⾃⾝の
専⾨性を如何にして社会に活かそうと考えているかです。
　修⼠学⽣とは⼀味違うところに期待しています。

【来訪を期待する学⽣の領域】

京セラ(株)

グリコ栄養食品(株) 産業技術総合研究所（産総研）

シスメックス(株)

《プロフィール》
素材・電⼦デバイス・半導体部品・⾃動⾞部品・通信機器
など、多岐に亘る事業をグローバルに展開し、1959年の創業以来、⼀貫して
⿊字経営を貫く強固な経営基盤を築いています。
「⼀つの素材、変⾰の種」をキーワードに、成⻑が期待される「情報通信市場」
「環境エネルギー市場」「⾃動⾞関連市場」「医療・ヘルスケア市場」で、価値
ある製品・サービスを提供します。

《博⼠⼈材に求めること》
⼯学系、理学系の材料部⾨、電気電⼦部⾨、情報通信部⾨、機械部⾨を
中⼼に、原⼦核物理から知能システムに⾄るまで広範囲の博⼠を採⽤してき
ております。
現在、研究開発部⾨、事業部⾨の開発部⾨で7割以上の⼈材がテーマリー
ダーとして活躍しています。①専⾨分野のみならず、⾃然科学の広い分野を学
ぼうとする⼈、②他者の意⾒を素直に聞き、⾃⾝の意⾒もはっきり⾔える⼈、
③常に前向きに積極的に取り組める⼈、をお待ちしています。
【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
シスメックスは、病気の診断や治療⽅針の決定、治療効果のモニタ
リングに不可⽋な「検体検査」領域において、機器、試薬、ソフトウェ
アを世界にお届けしています。世界190ヵ国以上で事業を展開し、
海外売上⽐率は8割を超えています。検体検査の中でも⾎球計
数、⾎液凝固、尿沈渣検査ではグローバルNo.1シェアを獲得。個
別化医療・予防医療を通じて、世界中の⼈々の健康に貢献してい
ます。

《博士人材に求めること》
医療業界は、科学技術の進歩とともに⽇々発展しており、市場は
拡⼤を続けています。
博⼠課程を通じて培ったテーマ設定⼒、課題解決⼒を活かし、⾃ら
新たな分野を切り開き、今までにない発想やアイディアでイノベーショ
ンを起こしていただくことを期待します。

《プロフィール》
国⽴研究開発法⼈ 産業技術総合研究所(産総研)は、茨城県つく
ば市をはじめとして全国10カ所に研究拠点を有し、約2,300名の研
究者が勤務する、我が国最⼤級の公的研究機関です。産総研は、
理⼯学の幅広い分野において、⽇本の産業や社会に役⽴つ技術の
創出とその実⽤化を⽬指し、研究開発を実施しています。
《博士人材に求めること》
産総研では、⽇本の産業や社会に役⽴つ技術の創出（基礎研究）
とその実⽤化（いわゆる『橋渡し』）機能の強化に貢献することができ
る研究者を求めています。産総研が求める研究者像は、⾃⾝の研究
者としての『強み（Core Competence）』を磨きながら、新しい境
地を切り拓くことができる、パワーにあふれる研究者です。産総研では、
年間100名程度の研究職員を求めており、性別や国籍等は⼀切問
わず、研究実施・展開能⼒本位の採⽤活動を展開しています。⽇常
的に⽇本語を使⽤しない職員や、⼥性にとっても働きやすくWLB
（ワークライフバランス）の充実や情報発信も積極的に⾏っています。

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
GEヘルスケア・ジャパン株式会社は、GEヘルスケアの中核拠点の1つと
して1982年に創設されました。予防から診断、治療、経過観察・予
後管理までをカバーする「プレシジョン・ヘルス」の実現を⽬指し、インテリ
ジェント機器やデータ分析、ソフトウェア、サービス等を提供しています。
国内に研究・開発、製造から販売、サービス部⾨までを持ち、⽇本の
お客様のニーズにお応えしつつ、⽇本が直⾯する医療課題の解決に取
り組んでいます。⽇本における社員数は約2,000名、本社および60カ
所の事業拠点があります（2018年4⽉1⽇現在）。

《博士人材に求めること》
問題を発⾒・解決する能⼒、チャレンジ精神を持った⽅、探求⼼があ
り、興味を持ち続けて常にアンテナを張り次のトレンドは何かを⾒つける
⼒、また、それに対する準備ができる⽅にお会いできるのを楽しみにして
います。

【来訪を期待する学⽣の領域】

情報 物質バイオ

《細胞分離・濃度計測デバイス》 《IoT向け⼩型・薄型アンテナ》

情報 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



タマノイ酢(株) (株)テクノプロ　テクノプロ・R&D社

《プロフィール》
世界中の⼤学や企業へ研究⽤試薬・理化学機器・受託サービスを提
供するバイオ産業⽀援事業、キノコの製造販売を⾏う医⾷品バイオ事
業、新しい治療領域である遺伝⼦治療の商業化を⽬指す遺伝⼦医
療事業と3事業を展開し、拡⼤するライフサイエンス分野のニーズに応
え、遺伝⼦治療分野でのリーディングカンパニーを⽬指します。

《博士人材に求めること》
・⾃分の役割を把握し組織に貢献できる⽅
・課題を把握し解決に向けた取り組みができる⽅
・未知の分野に挑むことができる⽅

最先端のバイオ研究を⽀え、遺伝⼦治療など新しい分野に挑み続け
ています。私達と⼀緒に新しい分野へチャレンジして世の中にないもの
を⽣み出し、⼈々の健康に貢献しませんか︖

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社は、バイオ系・化学系の研究開発に特化し、企
業や研究機関の研究開発に技術⾯で貢献してきました。現在、
1,000名以上の確固たる技術⼒・専⾨性を持った研究員（この
内、博⼠研究員が約160名）が、⺠間企業、公的研究機関、⼤
学の研究開発部⾨における研究⽀援や、研究戦略の最適化、異
分野技術の誘導、産官学連携の円滑化を⽀援しております。

《博士人材に求めること》
テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社は、医療や製薬、半導体材料開発、新素材
開発、新エネルギー、環境などの分野に専⾨特化しており、顧客の
事業に⼤きな貢献をしております。これらを背景に、常にチャレンジ精
神を忘れずに、新しいことに主体的に挑戦することができる⼈材を求
めています。特に博⼠⼈材には、最⾼の顧客満⾜度を実現するた
め、確かな技術と専⾨性の⾼い知識を持った⼈材を求めます。

【来訪を期待する学⽣の領域】

「はちみつ⿊酢ダイエット」「すしのこ」を代表製品として持つお酢メー
カーです。
タマノイ酢のテーマは「社員⼀⼈⼀⼈の成⻑と⾃⽴」。お互いが⾃⽴
し、⽀えあいながら⼀⽣懸命になれる。⼈間関係の活性化された、
クラブ活動のような環境です。
メーカーは他業界に⽐べ、マーケテイング、開発、研究、品質管理、
製造、営業、、、と仕事の幅が広いことが特徴です。
タマノイ酢なら⽂理問わずどの分野にも携われ、また頻繁なジョブロー
テーションにより幅広い業務経験を積むことができます。さらに若⼿の
うちから⼤きなチャレンジの場を与えらえることで、社会⼈としての可
能性が広がります。

職場は成⻑の場です。タマノイ酢で⾃分の可能性に挑戦しよう︕

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
「ユーザーの皆様に感動をもたらし、⼈々の好奇⼼を刺激する会社
であり続ける」。 これが私たちソニーのミッションです。
テクノロジー、コンテンツ、そしてサービスへの飽くなき情熱で、 世界に先駆
けた商品や体験、⽂化を創造し、新たな感動の開拓者となることをめざし
ています。
モバイル・コミュニケーション、ゲーム＆ネットワークサービス、イメージング・プ
ロダクツ＆ソリューション、ホームエンタテインメント＆サウンド、半導体、コン
ポーネント、映画、⾳楽、⾦融及びその他の事業を展開しています。
《博士人材に求めること》
映像・CG/オーディオ・アコースティクス/コンピュータビジョン/⾳声・⾃然⾔
語処理/インタラクション・ヒューマンセンシング/機械学習/通信/システム
アーキテクチャ・プロセッサ/ロボティクス/半導体デバイス/光学デバイス/素
材・材料のいずれかの専⾨性をお持ちで、
世界の⼈々を驚かせる商品やサービス、エンタテインメントを⽣み出したい
強い意志を持っている⽅を求めています。

【来訪を期待する学⽣の領域】

ソニー(株) タカラバイオ(株)

《３Ｍジャパンとは？》３Ｍは世界70カ国以上でビジネスを展
開している化学メーカーです。その中でも３Ｍジャパングループは中
核を担う現地法⼈であり、研究開発から製造、企画販売まで⼀貫
して⾏えるよう国内に拠点を構えています。国内の⼤規模な研究開
発拠点では、独⾃の技術・製品開発を進めています。またグローバ
ル3Mの中でも、重要な製造拠点を⼭形に持ち、外資系企業ながら
世界に誇るMade in Japan品質のものづくりを実現しています。
《博士人材に求めること》３Ｍは多⾓的で多様な技術を持
ち、常に変化し続ける会社です。環境の変化や多様化する価値観
を敏感に感じ、⾃らの新しいアイデア、創意⼯夫、そしてお客様のた
めに熱意をもってそれらに対応できる⼈財を求めています。中でも博
⼠学⽣に望むことは、深い専⾨性と広い知識、⼀⽅でそれにとどまら
ない好奇⼼や柔軟性、そして物事を推進していく⼒です。国内外に
ネットワークを広げ、⾃分の思いを形にしてビジネスをリードいただくこと
を期待しています。

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
「美しさを通じて、世界中の⼈々を幸せにする」
資⽣堂は　世界で勝てる⽇本初のグローバルビューティーカンパニー　にな
ることを⽬指しています。
１００年先もお客さまとともに輝き続け、選ばれ続ける企業になるため、
私たちと⼀緒にこれまでの常識にとらわれずに挑戦してくれる⽅々をお待ち
しております。
《博士人材に求めること》
資⽣堂の研究はお客さまに安⼼をお届けするために、安全性という⼟台
を何よりも⼤事にしています。そのうえで、素敵な化粧品を創るための「物
質科学」、きれいな肌のヒミツを探る「⽣命科学」、誰にも⾒えない私たち
の⼼を解き明かす「⼈間科学」という３つの研究領域から「美しさ」にアプ
ローチしており、誰もが安⼼して美を楽しめるように独⾃の技術⼒を蓄積
してきました。化学、⽣物などの分野を専攻されている⽅はもちろんのこ
と、機械、電気、デジタルなどの技術も活かせる場があります。ご⾃⾝の専
攻に縛られず、チャレンジされる⽅をお待ちしています。

【来訪を期待する学⽣の領域】

(株)資生堂 ３Ｍ ジャパン グループ

情報 物質バイオ

物質バイオ

バイオ

情報 物質バイオ

情報 物質バイオ

情報 物質バイオ



【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
⽇本電産は、⼩型から⼤型まであらゆるモータを⼿掛ける「世界
No.1総合モータメーカー」として、モータ業界を牽引しています。製品
の活躍フィールドはIT・AV機器、⾃動⾞、家電、産業など幅広く、
世界シェア80％超のHDDモータをはじめ、世界No1製品は38品
⽬︕⾃律成⻑とM＆Aでスピーディーに企業規模を拡⼤し、今や売
上⾼1兆円を超え、33カ国に約240社を展開しており、世の中に無
くてはならない「モータ」で⽣活や社会を⽀えています。2030年には
売上⾼10兆円を⽬指し、今尚、グローバルに成⻑し続けています。

《博士人材に求めること》
⾃らの⼒で「世界を動かす」ことに歓びを感じ、世界No.1企業として
の⾃覚と責任、夢を持って、世界を動かす新たな価値を作り出して
いきたいという熱い想いをもった⼈です。若さと活気にあふれた成⻑企
業であなたの可能性を試してください︕

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
ＮＥＣは1899年の創業以来ベタープロダクツ、ベターサービスの精神の
下でコンピュータとネットワーク、ソフトウェアにおいて世界最先端の技術開
発、ノウハウを積み重ねてきた類まれなインテグレーターです。世界は今、
⼈⼝増加・都市化の進展、それに伴う様々な資源の需要拡⼤により、
既存の社会インフラでは私たちの⽣活を⽀えきれなくなりつつあります。
ＮＥＣはこうした社会課題に対しＩＣＴを活⽤し、交通、電⼒、エネル
ギー、⽔・⾷糧、⾦融、医療などの多種多様な領域で新たな社会価値を
⽣み出しながら、安全・安⼼で効率的かつ誰もがＩＣＴの恩恵を享受で
きる公平な世の中を築くことを⽬指しています。
《博士人材に求めること》
社会と市場への感度　共創⾃助の精神　専⾨分野の第⼀⼈者　⾊々
な事に関⼼を持ち挑戦する意欲  研究成果を事業として成功させるやり
ぬく粘り強さや熱意　本質を⾒極める思考過程とその実践が⾝についてい
るリーダー的⼈材　⾃らのアイデアで意欲的に研究を推進する⼒　基礎
学⼒・論理的思考⼒・コミュニケーション⼒

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
勤務地　主に関東（東京都、神奈川県）
売　 上　連結　3兆9,476億円（2017年度）
従業員　連結　141,256⼈（2018年3⽉31⽇現在）
事　 業　エネルギー（⽕⼒、⽔⼒、原⼦⼒、太陽光、⾵⼒等）
　　　　　 社会インフラ（鉄道、上下⽔道電気プラント、電池等）
　　　　　 電⼦デバイス（ＨＤＤ，ＬＳＩ、ディスクリート等）
　　　　　 デジタルソリューション（ＡＩ、BtoB向けソフトウェア等）

《博士人材に求めること》
東芝グループでは、毎年多くの博⼠学⽣を採⽤しており、２０１８年
４⽉⼊社向けでは、全体で約４０名採⽤しています。配属先として
は、（株）東芝　研究開発センター（神奈川県川崎市）等、研究
部⾨への配属者が多いです。採⽤対象の分野は、電気、機械、情報
が多く、次いで、物理、化学、数学が続きます。⽣物系は配属部⾨は
限られますが、研究部⾨にてバイオ系の⼈材も募集しております。

(株)デンソー (株)東芝

＜募集職種＞
研究、開発、設計、品質保証、⽣産技術
<勤務地＞
東京⽀社（⽇本橋）、Global R&D Tokyo （品川）、本社
（愛知県刈⾕市）、先端技術研究所（愛知県⽇進市）、およ
び愛知・三重・静岡県内の各製作所 など

(株)とめ研究所 JT（日本たばこ産業株式会社）

ＮＥＣ(日本電気）　中央研究所 日本電産(株)

《プロフィール》
◆得意分野
知能情報処理技術に関する最先端ソフトウェアの研究開発
 ・⾃動運転、ビッグデータ解析等に⽤いられるコア技術
 ・画像処理、信号処理、数値解析、⾃然⾔語処理、
   検査・計測・ロボット、データマイニング、深層学習　他
◆多彩な博⼠課程出⾝者が活躍
 ・エンジニアの４割が博⼠号取得者、８割が博⼠課程出⾝
 ・情報、⽣物、物質など多様な専⾨分野の出⾝者が結集
《博士人材に求めること》
◆博⼠課程での研究で培った素養を重視
 ・課題追究⼒
 ・論理的思考⼒
 ・実⽤的な数学の経験
◆プログラミング技術は研修等で習得

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
JTグループは世界120か所以上の国と地域でビジネスを展開するグ
ローバルメーカー。お客様にとっての『かけがえのないひととき』を想う企業
だからこそ⽣み出せる価値を、提供し続けていきたいと考えています。
“ひとのとき”に関わる嗜好品(たばこ製品他)・医薬品・⾷品など、皆さ
んの⽣活の近くにある商品を扱っています。また、事業だけではなく、社
会への取組みや企業イベント・企業スポーツを展開しています。

《博士人材に求めること》
嗜好品研究は、⼀つの課題解決のために多くの要素がかかわっている
特徴があり、⾼い専⾨性はもちろん、他の視点を理解し取⼊れていく
柔軟性が求められます。さらに近年、新しい嗜好品が求められ、研究
開発はより難しく、⾯⽩くなっています。研究⼤好きの皆さんだからこそ
の、深い洞察⼒と幅広い好奇⼼に期待しています︕

【来訪を期待する学⽣の領域】
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《プロフィール》
◇事業内容︓当社は、「事業を通じて社会の発展に貢献する」とい
う創業以来の経営理念を体現したブランドスローガン「A Better
Life, A Better World」のもと、「家電」「住宅」「⾞載」「B2B」の4
領域で事業を展開し、世界中のお客様⼀⼈ひとりにとっての「より良
いくらし、より良い世界の実現」を⽬指しています。

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

《博士人材に求めること》
研究者・技術者の出⾝分野は多岐に亘り、４つの事業（家電、住
宅、⾞載、B2B）を担当する各社内カンパニーの研究部⾨や、本
社研究部⾨の研究開発職場に所属しています。
⾼いレベルの専⾨知識・スキルを基に、テーマ探索、仮設構築、計
画⽴案、結果検証などの研究活動を牽引し、次の１００年の礎を
築く博⼠⼈材への期待が⾼まっています。
パナソニックの研究部⾨は、本気で研究できる環境が整っています。
ご興味があれば是⾮ブースにお越しください。

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
国内初のアルカリ乾電池の⽣産から、世界シェアトップクラスの光学
ピックアップレンズや⾞載⽤カメラレンズなど、当社は国内初の開発や
世界シェアトップクラスの技術を培ってきました。急速に変化する時代
の流れを先読みし、成⻑戦略を「⾃動⾞」「住⽣活・インフラ」「健
康・理美容」の3分野に特化。集中的な投資を図ると共に⾃社の強
みを活かす展開によって、さらなる成⻑をめざします。

《博士人材に求めること》
当社には⼀⼈の社員が⼿掛ける仕事の範囲が広いという⾵⼟があ
り、技術職においても広範なモノづくりに携わることができます。それは
つまり、⾃ら考え⾏動できる⾃⽴した仕事、粘り強く⽬標に向かう姿
勢、問題点や課題を知恵で解決する実⾏⼒が求められるというこ
と。この考えに共感いただけるならば、必ず当社で充実した⾯⽩い仕
事をしていただけると確信しています。

【来訪を期待する学⽣の領域】

《プロフィール》
楽天は、E コマース、FinTech、デジタルコンテンツ、通信など、
70 を超えるサービスを展開し、世界12 億以上のユーザーに
利⽤されています。 これら様々なサービスを、楽天会員を中⼼とした
メンバーシップを軸に有機的に結び付け、他にはない独⾃の
「楽天エコシステム」を形成しています。

《博士人材に求めること》
ECプラットフォーム開発部では、ECサービスのコアなプラットフォーム
サービス開発を⾏っており、主に検索エンジン(Global Search
Platform), プロダクトカタログ, ランキングサービスを提供しておりま
す。Javaで開発経験がある⽅、英語ビジネスレベル以上お持ちの
⽅、楽天ECプラットフォーム開発部の⼀員として、ご活躍を期待して
おります︕

【来訪を期待する学⽣の領域】

ライオン(株) 楽天(株)(ECプラットフォーム開発部)

《プロフィール》
　三菱電機は、⼈⼯衛星、電⾞・⾃動⾞⽤電装品、エレベーター・エ
スカレーター、ＦＡ機器、⼤型映像システム等、世界でもトップクラスの
事業を多数展開しています。今後は、21世紀が抱える様々な社会課
題に対して、技術の⼒でより良い明⽇の社会を創り出すべく、
Changes for the Betterの精神でさらに挑戦を続けます。その中で
も、先端技術総合研究所は、当社の全事業に関わる最先端技術の
拠点として、事業を⽀える共通基盤技術の開発から新製品の開発、
また、将来の新事業の芽となる研究開発に⾄るまで幅広く取り組み、
当社の持続的な成⻑を推進する役⽬を担っています。各分野のスペ
シャリストたちが常識にとらわれない⾃由な発想を育みながら、独創的
な技術⼒で研究開発に取り組んでいます。
《博士人材に求めること》
　電気・機械系のみならず物理・化学系など幅広い分野の研究者が
多数活躍している環境のもと、⾼い専⾨性と独創的な技術⼒を発揮
し、研究開発に取り組んで頂きたいと考えています。
【来訪を期待する学⽣の領域】

マクセル(株) 三菱電機(株)　先端技術総合研究所

《プロフィール》
⽇本電信電話（NTT研究所）は、NTTグループ（NTT東⽇本、
NTT⻄⽇本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTデータ 他
）全体の経営戦略を考える持株会社です。NTTの⼀機関である
NTT研究所は、NTTグループ全体を牽引する新しい技術、そして
サービスの創造をミッションとしており、NTTグループ全体の技術の求
⼼⼒として、⽇本だけではなく世界を変えるような新たな技術を創
出・進化させています。
《博士人材に求めること》
・世界に変⾰をもたらす⾰新的な技術の創出や新原理の発⾒
・新しいサービスの核となるキー技術の創出
・作り出した技術を事業化するための開発の推進
・研究プロジェクトをけん引するリーダーシップ
⾼い専⾨性と研究遂⾏能⼒はもちろんのこと、特定の分野に留まら
ずに新たな領域で研究開発を遂⾏していく能⼒も重視しています。

日本電信電話(株)　ＮＴＴ研究所 パナソニック(株)
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製造業（化学） 事業領域：

ハミガキ､ハブラシ､けん､洗剤､ヘアケア･スキンケア製品､

クッキング用品､薬品､機能性食品の製造及び海外現地会社への輸出

◆ライオン研究所のKEYWORD

国内外のお客様に広く愛されるアジアNO.1のオーラルケア

若手中心の活気ある研究風土

東京・神奈川を拠点とする研究体制と

盛んな社内外交流

自己申告による ジョブローテーション

各種研修制度・女性の活躍・大学派遣・海外発表も充実
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