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NO. 会社名
本学

OBOG
⼈数

企業OB・OGから 如学会後輩へ メッセージ

1 川崎市役所 84
【何でも答えます】公務員ってどんな仕事をしているの…︖⼀般企業よりも数が少ないのでイメージが持ちにくいと思います。他の参加企業と⼀緒に仕
事をすることも多いので「役所の視点から⾒るとそう⾒えるのか」「こんな仕事もあるんだなァ」と⾒識を広めてみませんか︖公務員志望じゃなくても是
⾮︕

2 横浜市役所 50
横浜市役所の仕事は多岐に渡ります。⼀つの仕事を極めるスペシャリストというよりは、⾊々な仕事ができるゼネラリストになりたいという⽅に魅⼒があ

 る仕事だと思います。
また、ワーク・ライフ・バランスに関する豊富な制度があり、それを利⽤しやすい職場の⾵⼟があり、働きやすい環境で仕事ができるのも魅⼒です。

3 株式会社 三上建築事務所 7
主に公共施設(図書館、学校等)をメインに設計業務を⾏っています。⼩さい規模ながら構造・設備担当もいますので、総合的に設計業務に取り組

 める事務所です。
主要作品等は弊社HPをご覧ください。

4 株式会社 ⽯本建築事務所 15  令和5年4⽉にも電気設計にて1⼈⼊社頂きます。
少しでも興味持って頂ければと思います。

5 株式会社 東畑建築事務所 7

6 株式会社 ⽇建設計 22 ⽇建設計は、建築の設計監理、都市デザイン およびこれらに関連する調査・企画・コンサルティング業務を⾏うプロフェッショナル・サービス・ファームで
す。

7 株式会社 ⽇本設計 15

8 株式会社 ピーディーシステム 3
清⽔建設のグループ会社として、多様な建物の基本・実施段階での検討・作図⽀援を主な業務とし、施⼯⽀援・CG作成等計画から竣⼯までの各
段階でサービスを提供しています。BIMにも取組み、データ作成，整合確認・調整，設備数量算出，施⼯へのデータ連動等を⾏っています。また、
計画から⼯事監理まで⼀貫して⾏う⾃社設計案件もあります。意匠・構造・設備・電気・施⼯各担当が在席し、総合設計⼒が強みの会社です。

9 株式会社 松⽥平⽥設計 12

松⽥平⽥設計は、建築や都市が⼤好きな⼈間の集団です。
昨年で９０周年を迎え、歴史のある設計事務所です。年齢や役職に関係なく、⼀⼈⼀⼈⾃⽴した建築家、⼜は技術者として尊重しあうという社
⾵があり、⾃分のアイデアや意⾒の⾔える設計事務所です。
公共施設から、住宅まで幅広い分野で建築の設計をしています。
意匠、構造、環境分野の卒業⽣も多数在籍しているため、気になることがありましたら、ご相談してみてください

10 株式会社 三菱地所設計 11

11 株式会社 安井建築設計事務所 8

「⼈やまちを元気にする」をコーポレートメッセージとして掲げており、そのとおり、ただ建築を建てるだけでなく、まちが元気になるような建築を⽬指し、設
計を⾏っております。
特に都市⼤のOB、OGが多いため、質問がしやすく、悩みなどを共有しやすい環境にあるのも利点かと思っております。
ぜひOB訪問にも来てみてください。

12 株式会社 安藤・間 1

13 株式会社 ⼤林組 122
⼤林組は、どの現場であっても組織の垣根や上下関係を超えてコミュニケーションが盛んであり本⾳で語り合える会社、そんな社⾵のなかで「⼀⼈ひと
りが技術を追求し、いろいろな⼈と真摯に向き合える⼈」が活躍できる会社だと思います。もちろん最初から技術に⻑けている必要はありません。「やる
気とバイタリティがある⼈」にぜひ来ていただきたいです。よろしくお願いします。

14 株式会社 ⼤本組 5

健全経営と情熱あふれる⼈財が誇りの総合建設会社です。
1907年創業の総合建設会社です。⽇本全国で⼟⽊・建築事業に取り組み、「技術と信⽤」を⼤切に積み重ねてきました。⻑きにわたる健全経営
（無借⾦経営）、何より情熱あふれる⼈財を誇ります。⼟⽊部⾨ではインフラ整備を中⼼に陸・海問わず幅広く対応しており、建築部⾨では⼤型
商業施設、物流施設の施⼯を得意にしています。

15 株式会社 奥村組 24

奥村組は、経営理念である「堅実経営」と「誠実施⼯」を信条に、建築、⼟⽊、環境分野での⾼い技術を活かして活躍している総合建設会社で
 す。奥村組の社員は、ものづくりを通じて社会に貢献できる責任のある仕事に対して、本気で向き合い、誇りを持って働いています。

企業メッセージの「建設が、好きだ。」には、そんな想いが込められています。奥村組の想いに共感し、共に成⻑したい、という皆さんをお待ちしていま
す。

16 ⿅島建設株式会社 200
⿅島は、1840年（天保11年）の創業以来、業界の先頭を切って新たな領域に挑戦してきた経営者や社員の中に脈々と流れる積極果敢な「進
取の精神」こそが発展の礎です。⿅島は、常に時代の動きを鋭敏に捉え、進歩と発展に努⼒してきました。これからもこのよき伝統を受け継ぎ、真に
快適な環境創造の担い⼿として社会の要請にこたえられるよう研鑽を積み、これからも社会に貢献できる企業として歩んでいきます。

17 五洋建設株式会社 52
五洋建設は、⼟⽊・建築・海外の３つの部⾨それぞれが活躍するゼネコンです。海外でもシンガポールをはじめとする東南アジアを中⼼に、⼤規模イ
ンフラ、⼤型商業施設や病院の建設などで⼤きな注⽬を集めています。確かな品質を⽀える⾼い技術⼒を培う環境が整っており、海外勤務のチャン
スも⼤きい企業です。

18 佐藤⼯業株式会社 36
創業160年の歴史を誇る佐藤⼯業は、コーポレートメッセージである「建設品質。」を合⾔葉に真摯なものづくりに取り組んできました。これまであらゆ
る分野の建設⼯事に携わり⾼度な技術⼒や施⼯能⼒を最⼤の武器に、これまで国内・海外で⾼い評価を受けてきました。⼤きな転換期を経て⽣
まれ変わった佐藤⼯業が今、何よりも求めているのは意欲あふれる⼈材。技術者として成⻑したいあなたをお待ちしております︕

19 清⽔建設株式会社 168
清⽔建設は「⼦どもたちに誇れるしごとを」というコーポレートメッセージにあるように、社会の⼀員として社会に貢献をすること、誠実で強い責任感を持

 ち専⾨家として誇れる仕事をし次の世代に繋げていくこと、そんな想いを社員全員が共有して⽇々の業務に取組んています。
その想いに少しでも共有できる⽅をお持ちしています。

20 ⼤成建設株式会社 200 東京都市⼤（武蔵⼯⼤）出⾝のＯＢが多数在籍しており、社内での交流も活発に⾏われています。（コロナ禍以前までは）ＯＢ間の結束も強
く、特に若年社員へのフォローも⼿厚く⾏われてます。

21
⼤成ユーレック株式会社
【⼤成建設グループ】 6

⼤成建設の完全⼦会社である当社は、品質が⾼く環境に優しい壁式ＰＣ⼯法による集合住宅建設のパイオニア・トップ企業です。「⼈がいきいきと
する環境を創造する」という⼤成建設グループの経営理念のもと、快適な都市空間を創り魅⼒ある街づくりに取り組んでいます。安定した経営基盤の
ある建設会社であるため、若いうちから⾼次元の仕事に従事することができます。皆さんとお会いできることを楽しみにしています︕

22 ⼤和ハウス⼯業株式会社 94

「⼈・街・暮らしの価値共創グループ」として、住宅や集合住宅（住宅系）、商業施設、物流施設（建築系）などの建築に加え、環境エネルギー
など幅広い事業を展開しています。さらにアジアやアメリカなど、グローバル市場にも積極的に進出。技術職については住宅系設計、住宅系⼯事、建
築系設計、建築系⼯事、構造設計、設備等の事業領域別・職種別の採⽤をしています。インターンシップも実施中。ガイダンス参加お待ちしてま
す。

23 鉄建建設株式会社 41
当社は、鉄道⼯事のトップランナーとして⽇本の物流を⽀える交通インフラ整備を得意とする都市型ゼネコンです。⼟⽊・建築が概ね半々の⼯事量
で、鉄道⼯事と⼀般⼯事もバランス良く⾏っており、建築では鉄道駅施設や商業施設、ホテル、マンション、⽼健施設などを得意としており、鉄道施
設を中⼼に海外⼯事も⾏っています。東京都市⼤ＯＢも全国で活躍しています。

24 東急建設株式会社 39
東急グループに属する唯⼀のゼネコンとして、私たち東急建設は都市を建設する。東急建設は建物ひとつひとつではなく、お客様・⽣活者の視点で
“まち”を考えています。それはそこで暮らす⼈々の１番近くで⽇々の⽣活を⽀えるものづくりをするということ。東急沿線という事業地盤を持ち、その都
市のある１点を施⼯するのではなく、その地域全体を作り上げることができるのはゼネコンでは珍しく、当社の⼤きな特徴です。

25 東洋建設株式会社 16
当社は、2019年に創業90周年を迎えたゼネコンで、特に海の⼯事を得意とする⼤⼿マリコン３社の⼀⾓に位置しています。これまで、関⻄国際空

 港や⽻⽥空港等をはじめ、東⽇本⼤震災の復興事業等、社会資本の整備に貢献してきました。
建築は、倉庫、⼯場、庁舎、住宅、医療・福祉施設等、多種多様な施⼯実績があり、皆さんのOBも多数活躍しています。

26 ⼾⽥建設株式会社 100
当社は1881年の創業以来140年の歴史と伝統を持つ「建築の名⾨」として数多くの名建築を⼿掛けてきました。⼟⽊部⾨においても技術開発に
積極的で、独創的な新技術が数多くあり、様々な分野の施⼯実績のほか、新規事業分野では浮体式洋上⾵⼒発電実⽤化や農業6次産業化の
取り組みの実績等もあります。⼾⽥建設には、武蔵⼯⼤・都市⼤(全学部全学科)のOB・OG 100名が在籍しています。

27 株式会社 巴コーポレーション 1

スカイツリー、オリンピック会場など⼤規模な案件に参加する「ファブリケーター」と、⼯場、倉庫など事業⽤建物を得意とする「ゼネコン」の⼆軸で事業を
 展開している上場企業です。

 1917年の創業以来、鉄塔の国産化、⼤空間構造の発明など、様々な技術や製品の開発を通じて、⽇本の発展に貢献してきました。
鋼構造に興味がある⽅、ゼネコンの設計、施⼯管理を⽬指している⽅、ぜひお越しください。

28 ⻄松建設株式会社 25

⻄松建設は2024年に創業150年をむかえる伝統のある会社です、建築事業は⼤型ビル・⽂化施設・マンション・物流施設など多くの建物の設計・
 施⼯を⼿掛けています。

 ⾼い技術⼒を誇る⻄松建設でともに働きましょう︕
若い⼒を是⾮お待ちしています。
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29 ⽇本住宅株式会社 2
⽇本住宅は、『住』にまつわる複合企業として、⼾建住宅だけでなく、低層の賃貸住宅や都市型の中⾼層賃貸マンション、商業施設・病院などの⼤
型施設まで⼿掛けており幅広い事業フィールドがあります。新卒1年⽬から幅広い知識とスキルを⾝に付けながら、責任ある職務に携わることが出来
るため、社員は圧倒的なスピードで成⻑することができます。

30 株式会社 ⻑⾕川萬治商店 1
当社は、⼈と環境に優しい、循環型資源である⽊材の可能性を追求し、活⽤して持続可能な豊かな社会づくりに少しでもお役にたてれば、と願って
います。「⽊の温もりが好き」「⽊のある暮らしが好き」「⽊の持つ良さを⼀⼈でも多くの⼈に知ってもらいたい」そういった思いを持ちながら⽇々仕事に励
んでいます。そんな私たちの考えや志に共感してもらえる⽅であれば思う存分⼒を発揮してもらえると思います。

31 株式会社ピーエス三菱 8
皆さんこんにちは︕当社は三菱グループ唯⼀のゼネコンで、PC（プレストレスト・コンクリート）技術を⽇本で初めて商業化した会社です。当社の強
みであるPCは、⾮常に耐久性の⾼いコンクリートで、⼯期の短縮や⼈⼿不⾜の解消など様々なメリットがあります。また、より良い仕事を⾏うために
「ざっくばらん」な社⾵の中で個⼈の個性を活かす組織づくりに取り組んでいます。是⾮、お気軽に当社のガイダンスへお越しください︕

32 三井住友建設株式会社 23

 建設プロジェクトでは、多くの⼈達が共に協⼒しながら取り組んでいます。
 　その中では、コミュニケーション、⾏動⼒、意欲というものが必要不可⽋となります。

 　今回のような企業を知る機会を利⽤し、建設業で働くことの⼤変さ、おもしろさを⼗分に理解していただいた上で、
 　ぜひやってみたいという「やる気」のある⼈と⼀緒に働きたいと考えています。

　「ものづくり」が⼤好きだという⽅からの応募をお待ちしています。

33 新菱冷熱⼯業株式会社 36

 ◆当社の仕事は「さわやかな世界」をつくること◆
 凍えるような寒い冬でも、建物の中は快適ですよね。

そんな当たり前の「さわやかな世界」を、空調設備の⾯から創り上げていくのが、私たちの仕事です。オフィスビルや商業施設等では『⼈』のために、プラ
ント施設などでは『機械』のために最適な環境を提供しています。また「地域冷暖房システム」の国内シェア、海外実績は業界Ｎｏ１を誇ります。

34 須賀⼯業株式会社 7
建築設備業界のパイオニアとして、1901年に創業して以来、⽇本の様々な建物に『安全・安⼼・快適な空間環境』を作り続けてきた会社です。
2021年には創業120周年を迎え、確かな技術⼒とお客様からの信頼も厚い歴史ある会社でもあります。そんな当社の魅⼒は、歴史や技術⼒以外
に、『楽しく働こう︕本気で遊ぼう︕』というモットーの中、⾵通しの良さや、アットホームな雰囲気も当社の魅⼒の⼀つでもあります。

35 株式会社⼤気社 11
⼤気社は空調設備システム・塗装システムを主軸としたエンジニアリング企業です。ビル空調設備・産業空調設備・塗装システムの「3つの事業分野
で安定した経営基盤」を持ちながら、建設業の中でも約50％という群を抜いた海外売上⾼⽐率で、海外に28の連結⼦会社を持ち海外施⼯実績
50ヵ国以上の「強⼒なグローバルネットワーク」を持っております。

36 ダイダン株式会社 21
1903年から創業している総合設備業の⽼舗です。⼤型建築物の電気・通信、空気調和、⽔道衛⽣・防災設備の設計・施⼯を⾏っており、特に医
療関係施設の施⼯実績に強みを持っています。「最⾼裁判所」や「⽇本武道館」などの施⼯実績もあり、過去から現在までに培ってきた⻑年のノウハ
ウに加えて、「再⽣医療への取り組み」や「建築設備からのZEBの発信」などの最新技術の研究開発も進めています。

37 東洋熱⼯業株式会社 11

【空調設備業界での技術⼒が⾼い】空調技術を⽇本で最初に研究開発し施⼯に結び付けている。固有技術がある。最先端技術の開発を実践し
て省エネ、省CO2に貢献している。【空調業界では社会的に知名度が⾼い】技術⼒を評価されランドマーク的な建物の施⼯実績が多い。世界的に
有名な建物、地図・歴史に残る建物に携わることができる。【社内の⾵通しが良く働きやすい環境がある】若いうちから責任ある仕事を任せてもらえ
る。

38 株式会社東急Ｒｅ・デザイン 12
当社は、住宅〜商業施設・オフィス・ホテル等 様々な建物の空間提案を⾏っています。当社の営業設計職は、原則 営業〜設計〜施⼯管理と原
則1⼈の担当者が⼀気通貫体制で対応します。それだけ責任も伴いますが、⼀連の流れを学ぶことが出来、ベテラン社員も多数在籍しているため成
⻑できる環境が整っています。東急不動産ホールディングスグループの⼀員であり、安定した事業基盤のもと福利厚⽣も充実しています。

39
株式会社 三越伊勢丹
　　　プロパティ・デザイン 5 インテリアの業界は建物の寿命や価値を伸ばす環境にも貢献する業態です。建物のストックが蓄積された我が国において今後成⻑が期待できる分

野です。

40
 技術・材料
　関連 ファサードエンジニアリング 旭ビルウォール株式会社 3

 様々な材料・構法を⽤いて、他ではできない複雑なデザインのファサードを具現化させる会社です。
 もちろん頭を悩ますことは多く勉強する毎⽇ですが、

その分、多くの挑戦と様々な経験ができるというところが魅⼒だと思います。

41
 技術・材料
　関連

屋根及び外壁の設計、
製造、施⼯ 三晃⾦属⼯業株式会社 2

三晃⾦属⼯業は、『屋根』のプロフェッショナル集団であり、商品開発から製造、施⼯まで⼀貫体制で事業展開している⾦
属屋根業界のリーディングカンパニーです。⼤きな⼯場の屋根、空港の屋根、博物館の屋根、スポーツの祭典を包む屋根、環境に配慮した屋根。⼈
のいるところには、屋根がある。私たちは屋根を通じて⼈々の営みを⽀え続けています。そこに私たちの仕事の「誇りと浪漫」がある。

42 株式会社ノザワ 4

 ビル、商業施設、学校、病院、駅、住宅…。
 皆さんの近くにある、あらゆる建築物に

 ⽋かせない建材「壁」。
 また、その美しさや強さなどの表情を担う「壁」。

 そして住環境を守る「壁」。
 私たちの主⼒製品である「押出成形セメント板『アスロック』」は、

街中いろんなところで「外装材」や「間仕切り」として活躍しています。

43
伊藤忠アーバンコミュニティ
　株式会社 3

44
株式会社ジェイアール東⽇本
　都市開発 6 JR東⽇本グループのデベロッパーです。JR東⽇本が保有する鉄道⽤地(敷地)の管理、⾼架下・駅近接⽤地における商業・オフィス・住宅等の開発

及びショッピングセンター（駅ビル）の運営等を主たる事業としています。

45 東急株式会社 6 当社は不動産開発から、鉄道事業、サービス事業（商業施設・ホテル・ＣＡＴＶ・エネルギーインフラ・病院・シネコン等）まで⼿掛ける「まちづくり」
の会社です。総合的なまちづくりに興味のある⽅、お待ちしております︕

46 成⽥国際空港株式会社 3
空港運営のプロフェッショナル集団であるNAA社員の⼀員となり、成⽥国際空港を世界トップレベルの空港へと⾶躍させたい、空港の発展を通じて⽇
本の成⻑に貢献したい――という使命感と責任感をもった意欲溢れる仲間との出会いを⼼待ちにしています。⼀緒に成⽥国際空港の未来を切り拓
いていきましょう。

47 株式会社TAK-QS 3
 ⽵中⼯務店グループの建築積算を扱う会社です。

 話題のプロジェクトに携わり、図⾯や建築の細かい知識を得ることができます。
少しでも興味ある⽅は会社⾒学にぜひお越しください。

49 ⽇本管財株式会社 2

創業から半世紀を越えて、建物の「当たり前」や「まちづくり」を担う、独⽴系建物管理会社です。
管理物件数は約3,000件。全国のオフィスビル、商業施設、学校、病院、庁舎、スポーツ施設など、
多様な⽤途の建物管理を通じ、地域活性化や地⽅創⽣に貢献しています。
今後は、ICT技術やロボットによる新たな管理スタイルを提案し、建物の⻑寿命化や価値向上に取り組み、
持続可能な社会の実現に貢献していきます。

48 トランスコスモス株式会社 4 建築業界・⼟⽊業界に向け、時代の変化に先駆けたDigital BPOを提供しています。今、建築・⼟⽊業界は「建設DX」に向けた⼤きな変⾰期を
迎えている中で「建築・⼟⽊×デジタル」を掲げ、デジタルトランスフォーメーションを担うトップランナーをとして業界の働き⽅を変改します。

50
株式会社 建築資料研究社
 /⽇建学院 3

㈱建築資料研究社/⽇建学院は建築⼠・建築施⼯管理技⼠、宅地建物取引⼠等の建設・不動産関連の資格スクールを運営しております。また
 その他にも出版事業や学⽣様向けに卒業設計イベント、就職のイベントを運営・協⼒をしています。

本⽇は東京都市⼤学⽣の皆様に、短い時間ではありますが、役⽴つ就活情報や就活イベント等をお伝えします。ぜひ今後の進路に少しでもご参考
になればと思います︕

  鉄道･不動産  ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ関連

  鉄道･不動産  ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ関連

  鉄道･不動産  ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ関連

建築積算

ハウスメーカー

 環境・設備関連

 環境・設備関連

 インテリア・ディスプレイ 

 インテリア・ディスプレイ 

 環境・設備関連

 技術・材料関連

  鉄道･不動産  ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ関連

 総合建設会社

 総合建設会社

 環境・設備関連

 環境・設備関連

 総合建設会社

教育業、出版業

ビルシステム

マスメディア・情報関連


