
化学工学会に関連のある企業の情報です。就職活動への情報
源としてご活用ください。

(一財)岐阜県環境管理技術センター 

(一財)石炭エネルギーセンター 

(一財)電力中央研究所環境科学研究所 

(一社)日本化学工業協会 

(一社)日本能率協会 

(株)ＡＤＥＫＡ研究企画部 

(株)ＩＨＩエネルギー・プラントセクター 

(株)ＩＨＩプラントエンジニアリング 

(株)Ｊ－オイルミルズ 

(株)ＫＲＩ 

(株)Ｌｉｇａｒｉｃ 

(株)ＬＩＸＩＬ 

(株)ＭｉｚｋａｎＳａｎｍｉ－ｐｒｏ 

(株)ＳＥＰＩＮＯ 

(株)アーステクニカ 

(株)アイテック 

(株)アクトリー 

(株)アコー 

(株)アサカ理研 

(株)アスペンテックジャパン 

(株)オメガシミュレーション 

(株)カネカ 

(株)カワタ 

(株)キャタラー 

(株)クラレ 

(株)クレハ 

(株)クレハいわき事業所 

(株)クレハ環境 

(株)クロセ 

(株)コベルコ科研 

(株)ササクラ 

(株)シンコー 



(株)セテック 

(株)ダイセル 

(株)タクマ 

(株)テクノスマート滋賀工場 

(株)テクノ菱和技術開発研究所 

(株)デンソー 

(株)トクヤマ 

(株)ニッカトー 

(株)ノリタケカンパニーリミテド 

(株)ファンクショナル・フルイッド 

(株)フジキン大阪工場 

(株)マキノ 

(株)リコー沼津事業所 

(株)ルネッサンス・エナジー・リサーチ 

(株)伊藤製作所 

(株)井上製作所 

(株)金陽社 

(株)栗田機械製作所 

(株)栗本鐵工所 

(株)戸上電機製作所 

(株)構造計画研究所 

(株)高田工業所 

(株)三進製作所 

(株)資生堂 

(株)小澤製作所 

(株)森松総合研究所 

(株)神戸製鋼所 

(株)神鋼環境ソリューション 

(株)西部技研 

(株)石垣 

(株)川崎技研 

(株)村田製作所 

(株)大阪チタニウムテクノロジーズ 

(株)大川原製作所 

(株)大和三光製作所 

(株)帝国電機製作所 



(株)東芝 

(株)東洋テクニカ 

(株)徳寿工作所 

(株)奈良機械製作所 

(株)日阪製作所 

(株)日本触媒 

(株)日本触媒川崎製造所千鳥工場 

(株)日本製鋼所広島研究所 

(株)日立プラントサービス 

(株)日立製作所 

(株)豊田中央研究所 

(株)北海道エコシス 

(株)北海道ゴム工業所 

(株)堀場アドバンスドテクノ 

(株)堀場製作所 

(株)明治 

(株)林原 

(公財)岡山県環境保全事業団 

(公社)新化学技術推進協会 

(公社)日本プラントメンテナンス協会 

ＡＤＥＫＡ総合設備(株) 

ＡＧＣエスアイテック(株) 

ＤＩＣ(株) 

ＧＥＡプロセスエンジニアリング(株) 

ＨＯＹＡＴｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ(株) 

ＪＦＥエンジニリング(株) 

ＪＦＥケミカル(株) 

ＪＦＥスチール(株) 

ＪＮＣ(株) 

ＪＮＣエンジニアリング(株) 

ＪＳＲ(株) 

ＪＳＲエンジニアリング(株) 

ＪＸエンジニアリング(株) 

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 

ＪＸ日鉱日石石油基地(株) 

ＫＨネオケム(株)四日市工場 



ＫＪケミカルズ(株)八代工場 

ＮＳスチレンモノマー(株)大分製造所 

ＴＯＴＯ(株) 

アイカ工業(株) 

アイメックス(株) 

アステラス製薬(株) 

アピ(株) 

イハラケミカル工業(株) 

イビデン(株) 

インベンシスプロセスシステムス(株) 

エア・ウォーター(株) 

エア・ウォーター・プラントエンジニアリング(株) 

エーザイ(株) 

オルガノ(株) 

カーボンファイバーリサイクル工業(株) 

カイインダストリーズ(株) 

カツラギ工業(株) 

キッコーマン食品(株) 

キャタリストリサーチ(株) 

キヤノン(株) 

クボタ化水(株) 

クラレエンジニアリング(株) 

コスモエンジニアリング(株) 

コスモ石油(株) 

サッポロビール(株) 

サングレイン(株) 

サンケイ化学(株) 

サンドビック(株)プロセスシステムカンパニー 

サントリー(株) 

ジェイパワー・エンテック(株) 

ゼオンケミカルズ米沢(株) 

セントラル硝子(株)化学研究所(宇部) 

ダイキン工業(株) 

ダイソー(株) 

タキロン(株) 

タナベウィルテック(株) 



テーブルマーク(株) 

トーヨーカラー(株) 

トヨタ自動車(株) 

ナイカイ塩業(株) 

ナガセケムテックス(株) 

ハネウェルジャパン(株) 

ハリマ化成(株) 

パンパシフィックカッパー(株)佐賀関製錬所 

ファイザー・ファーマ(株) 

プライミクス(株) 

ペルメレック電極(株) 

ホソカワミクロン(株) 

マイクロトラック・ベル(株) 

マナック(株)福山工場 

メタウォーター(株) 

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(同) 

ヤマト電子(株) 

ライオン(株) 

リマテックＲ＆Ｄ(株) 

リンナイ(株) 

愛知電機(株) 

旭カーボン(株) 

旭コークス工業(株) 

旭化成(株) 

旭化成ケミカルズ(株) 

旭硝子(株) 

旭有機材工業(株) 

宇部マテリアルズ(株) 

宇部興産(株) 

荏原環境プラント(株) 

塩野義製薬(株) 

横河ソリューションサービス(株) 

下関三井化学(株) 

化興(株) 

河合石灰工業(株) 

花王(株) 



関西ペイント(株) 

関西化学機械製作(株) 

関西熱化学(株) 

関東天然瓦斯開発(株) 

丸善出版(株) 

丸善石油化学(株) 

岩谷瓦斯(株) 

吉野石膏(株) 

宮城県産業技術総合センター 

協和化学工業(株) 

協和発酵キリン(株) 

協和発酵バイオ(株) 

桐生瓦斯(株) 

九州住友ベークライト(株) 

栗田工業(株) 

計測エンジニアリングシステム(株) 

月島環境エンジニアリング(株) 

月島機械(株) 

戸田工業(株) 

晃栄産業(株) 

江守商事(株) 

荒川化学工業(株) 

高圧ガス保安協会総合研究所 

高砂香料工業(株) 

黒金化成(株) 

佐竹化学機械工業(株) 

阪和化工機(株) 

薩摩酒造(株) 

三ツ星ベルト(株) 

三井化学(株) 

三井金属鉱業(株) 

三井造船(株) 

三井造船マシナリー・サービス(株) 

三丸化学(株) 

三協化成(株) 

三協立山(株)三協アルミ社 



三菱ガス化学(株) 

三菱レイヨン(株) 

三菱化学(株) 

三菱化学エンジニアリング(株) 

三菱化学ハイテクニカ(株) 

三菱化工機(株) 

三菱重工業(株) 

三菱商事(株) 

三菱製紙(株)総合研究所 

三洋化成工業(株) 

四日市合成(株) 

鹿島石油(株) 

柴田科学(株) 

秋田住友ベーク(株) 

秋田石油備蓄(株) 

住重プラントエンジニアリング(株) 

住友ケミカルエンジニアリング(株) 

住友ベークライト(株) 

住友化学(株) 

住友金属鉱山(株) 

住友重機械プロセス機器(株) 

住友精化(株) 

住友大阪セメント(株) 

住友電気工業(株)エレクトロニクス・材料研究所 

出光興産(株) 

小松川化工機(株) 

小島プレス工業(株) 

小野薬品工業(株) 

昭和化学工業(株) 

昭和電工(株) 

昭和電工ガスプロダクツ(株) 

松田産業(株) 

常陽エンジニアリング(株) 

信越化学工業(株) 

新興プランテック(株) 

新東工業(株)環境事業部 



新日鉄住金エンジニアリング(株) 

新日鉄住金化学(株) 

新日本空調(株)技術研究所 

新日本電工(株)徳島工場 

新日鐵住金(株) 

森永乳業(株) 

神戸天然物化学(株) 

水澤化学工業(株)中条工場 

清水建設(株) 

西酒造(株) 

西日本プラント工業(株) 

石原産業(株) 

積水化学工業(株) 

赤穂化成(株) 

雪印メグミルク(株) 

千代田化工建設(株) 

千代田工商(株) 

川崎重工業(株) 

川重冷熱工業(株) 

曽田香料(株) 

綜研テクニックス(株) 

綜研化学(株) 

太平化成(株) 

太平洋セメント(株) 

太洋化学工業(株) 

太陽石油(株) 

大橋化学工業(株) 

大原薬品工業(株) 

大阪ガス(株) 

大阪有機化学工業(株) 

大正薬品工業(株) 

大川原化工機(株) 

大塚化学(株) 

大塚製薬(株) 

大同ケミカルエンジニアリング(株) 

大日精化工業(株) 



大日本印刷(株) 

大分瓦斯(株) 

大鵬薬品工業(株) 

大陽日酸(株) 

第一工業製薬(株) 

第一三共(株) 

第一三共プロファーマ(株) 

竹本油脂(株) 

中央シリカ(株)本社工場 

中央化工機(株) 

中外製薬(株) 

中国電力(株) 

長谷川香料(株) 

帝人(株) 

田岡化学工業(株) 

田辺三菱製薬(株) 

電気化学工業(株) 

電源開発(株)技術開発センター 

東ソー(株) 

東ソー・ゼオラム(株) 

東レ(株) 

東レ・ファインケミカル(株) 

東亜合成(株) 

東亜熱研工業(株) 

東海カーボン(株) 

東京インキ(株) 

東京ガス(株) 

東燃ゼネラル石油(株) 

東邦ガス(株) 

東洋インキＳＣホールディングス(株) 

東洋エンジニアリング(株) 

東洋ゴム工業(株)中央研究所 

東洋鋼鈑(株)技術研究所 

東洋合成工業(株) 

東洋紡(株) 

東和薬品(株) 



東亞合成(株) 

藤本化学製品(株)研究所 

南日汽缶工業(株) 

日亜化学工業(株) 

日揮(株) 

日揮プラントイノベーション(株) 

日揮ユニバーサル(株) 

日空工業(株) 

日産化学工業(株) 

日新加工(株)ニツセン事業部 

日清オイリオグループ(株) 

日曹エンジニアリング(株) 

日東化成(株)尼崎工場 

日東電工(株) 

日本エイアンドエル(株) 

日本エゼクター・エンジニアリング(株) 

日本エリーズマグネチックス(株) 

日本カーバイド工業(株) 

日本ガイシ(株) 

日本ガス(株) 

日本ギア工業(株) 

日本ケッチェン(株)研究開発センター 

日本ケミコン(株) 

日本コークス工業(株) 

日本ゼオン(株) 

日本たばこ産業(株) 

日本バルカー工業(株) 

日本ファーネス(株) 

日本ファインセラミックス(株) 

日本ペイントホールディングス(株) 

日本マイクロバイオファーマ(株) 

日本リファイン(株) 

日本化学機械製造(株) 

日本化学工業(株) 

日本化成(株) 

日本化薬(株) 



日本軽金属(株) 

日本合成化学工業(株) 

日本新薬(株) 

日本製紙(株) 

日本曹達(株) 

日本澱粉工業(株) 

日本乳化剤(株) 

日本錬水(株) 

日油(株) 

日立化成(株) 

日立造船(株) 

馬居化成工業(株) 

八光産業(株) 

不二製油(株) 

富山化学工業(株) 

富士フィルター工業(株) 

富士フイルム(株) 

富士フイルムファインケミカルズ(株) 

富士石油(株) 

武田薬品工業(株) 

兵神装備(株) 

保土谷化学工業(株) 

北海道曹達(株) 

北興化工機(株) 

北斗工機(株) 

北日本電線(株) 

味の素(株) 

味の素エンジニアリング(株) 

味の素ゼネラルフーヅ(株) 

霧島酒造(株) 

木村化工機(株) 

野村興産(株)イトムカ鉱業所 

矢崎エナジーシステム(株) 

矢崎総業(株)技術研究所 

有機合成薬品工業(株) 

理研ビタミン(株) 



和光純薬工業(株) 

濱田酒造(株) 

 


