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PickUp 研究開発部⾨ 
キャリア採⽤ 



01  三菱電機を知る

企業プロフィール

1921年（⼤正10年）、三菱造船㈱（現三菱重⼯）の電

機製作所（神⼾）を⺟体として設⽴。当社の技術は⽇本

の歴史とともに歩んできました。

2020年度に

創⽴
 100 周年

詳細を⾒る

2020年度までに達成すべき成⻑⽬標として「連結売上

⾼5兆円以上」「営業利益率8％以上」を設定していま

す。

連結売上⾼

約
 4.2 兆円

営業利益率6.4％ 
（2016年度実績）

詳細を⾒る

海外39か国に154社の関係会社を有しています。

（2017年3⽉末現在）

国境を 
越えた 
ビジネス

詳細を⾒る





総合電機メーカーである三菱電機の広範な事業領域を12区分でご紹介します。多彩な事業・技術・ノウハウによりシナジーを⽣み出し、より良い社会づく
りに挑み続けます。

12の事業分野

事業での環境貢献はこちら

ビル
世界最⾼品質の昇降機を追求
し、ビルの安全・安⼼を守る。

詳細を⾒る

産業・FA
リーディング企業として⽇本
の、世界の「ものづくり」を⽀
える。

詳細を⾒る

公共
もっと良い未来のために、確か
な⽣活基盤を最先端の技術で。

詳細を⾒る

エネルギー
川上から川下まで、国内屈指の総
合⼒で電⼒インフラを構築。

詳細を⾒る

交通
⾞両⽤機器・システムをトータ
ルで提供する「鉄道の三菱電
機」。

詳細を⾒る

⾃動⾞機器
多彩な製品群で、モータリゼー
ションの発展を下⽀えする。

詳細を⾒る

宇宙
宇宙という広⼤なビジネスフィ
ールドで先端技術が活きる。

詳細を⾒る

通信
情報を「送る」技術で、快適なコ
ミュニケーションを実現。

詳細を⾒る

半導体・電⼦デバイス
より豊かな社会を⽀えるキーデ
バイスを⽬指し、最先端技術に
挑戦。

詳細を⾒る

空調・冷熱
暮らしや産業のあらゆるシーン
で快適性、省エネ性を求めて。

詳細を⾒る

ホームエレクトロニクス
暮らしの「本質」を⾒つめた新
しいものづくりで、スマートラ
イフを実現。

詳細を⾒る

ITソリューション
暮らしのあらゆる場⾯に、ITで快
適・安⼼・発展を提供。

詳細を⾒る



事業を成⻑加速するためには、既存事業の拡⼤だけではなく世の中のニーズとマッチした新しい事業を創出することが必要不可⽋です。三菱電機は積極的に
新たな製品・サービスの芽を創る⼟壌を⽤意しています。

研究開発への取り組み

研究開発への取り組みはこちら

知的財産を将来にわたる重要な経営資源と位置付けてい

ます。

特許登録件数

国内第
 3 位

（特許庁ステータスレポート2017）
詳細を⾒る

新たな価値創出のための投資を積極的に⾏っています。

研究開発費

年間約
 2000 億円

（2016年度実績）



02  社員を知る

三菱電機には、キャリア採⽤で活躍している仲間がたくさんいます。転職の理由や⼊社後の不安をどう解消していったか、また会社・職場の雰囲気等につい
ても語ってもらいました。

転職者インタビュー

『なぜ、三菱電機なのか？』

事務系

笠原陽介
営業部

▶ 詳細を⾒る

技術系

⼩⼭正剛
受配電システム部

▶ 詳細を⾒る

技術系

桑⽥宗晴
オプトメカニズム技術部

▶ 詳細を⾒る

技術系

津村渉⼦
品質保証部

▶ 詳細を⾒る

技術系

⽵⼭慶
パッケージエアコン製造部

▶ 詳細を⾒る

技術系

和⽥宏⼈
⼯機技術課

▶ 詳細を⾒る



03  採⽤情報

“Changes for the Better” 

コーポレートステートメント“Changes for the Better”のもと、社員⼀⼈ひとりが、常に「より良いもの」を求めて変⾰し、「より良い
明⽇」を切り拓いていく決意です。共感いただける⽅！ぜひ⼀緒に⼿を取り合い、想いを形にしましょう。

永くお付き合いしましょう！

まず私達が考えるのは、キャリア採
⽤の⽅々と、「永くお付き合いして
いきたい」という点です。三菱電機
の事業には、何年もの⻑い時間をか
けて、成果を出していくプロジェク
トが⾮常に多くあります。こういっ
た観点から、キャリア採⽤で⼊社い
ただく⽅とは、「⼀時的なお付き合
い」でなく、「永くお付き合いして
いけるか」という観点を重視したい
と考えています。

「チームプレイができる⼈」 
を求めます

当社の製品は、「営業」「開発」
「製造」等、様々な部⾨がバラバラ
に動くのではなく、連携してはじめ
てつくることができるものです。
様々な部⾨の⼈達が議論をし、協⼒
しながら、そのシナジーの中で⼤き
な成果を産み出している、当社では
「チームプレイができる⽅」かどう
かという点を⾮常に重視します。

共感できる出会いに！

⾯接の場では、できる限り「本⾳
（＝素）で」話し合うことを通じ
て、お互いに共感できるところを⾒
つけあえるような出会いにしたいと
考えます。そして、そういった⽅々
と協⼒しながら、永くお付き合いし
ていきたいと望んでいます。

採⽤メッセージ



2018年度（計画）

550名

 
2017年度（⾒込）

550名

 
2016年度（実績）

550名

採⽤計画（2018年度）



04  FAQ

応募について 選考について ⼊社後について



募集はどんな単位（全社⼀括？事業所別？）で⾏われるのですか？

各事業所別・職種別に募集をしています。詳細は採⽤サイトに掲載しておりますので、ご確認願います。

募集職種ごとに採⽤⼈数は決まっているのですか？

決まっています。なお、採⽤サイトの掲載職種は変動がありますので、随時ご確認願います。

電機メーカー以外での経験であっても応募することは可能ですか？

もちろんご応募が可能です。他業界からの⼊社実績も多くあり、活躍事例も多いので、ぜひご応募ください。

ある職種で選考終了後、再度応募することは可能ですか？

同⼀事業所や同⼀職種での重ねてのご応募はできませんが、他の事業所や他の職種でのご応募を妨げるものではありません。

新卒採⽤とキャリア採⽤の同時応募は可能ですか？

新卒採⽤募集開始時点（3/1）で最終学歴卒業後3年未満の⽅は新卒採⽤へのご応募が可能です。ただし、キャリア採⽤との
併願は不可となります。

HP以外からでも応募はできますか？

HPからの応募のみ受け付けております。郵送やメールなどでの応募は受け付けておりません。

応募について







募集職種⼀覧
現在募集中の職種を、事業分野・職種・地域別に検索しご応
募いただけます。

募集職種⼀覧を⾒る

キャリア登録
あなたのキャリアをご登録いただき、スキルやご経験にマッ
チする職種があった場合に、当社からご連絡する制度です。

キャリア登録する



05  PickUp

グローバル環境先進企業を⽬指す当社の成⻑牽引事業の⼀つ、空調冷熱システム事業。私たち
とともに世界の成⻑市場に挑戦しませんか。業界経験は不問です。

産業メカトロニクスとIoTの技術で世界の製造業の未来を切り拓きます。私たちと「⽇本型第４
次産業⾰命」を起こしませんか？業界経験は不問です。

⾃動⾞機器事業では、さまざまな⾃動⾞の部品を製造・開発しています。必ずあなたの培って
きた経験を、磨いてきたスキルを活かせるフィールドがあるはず。⼤きな成⻑、活躍のチャン
スがここにあります。挑戦をしてみませんか？

三菱電機が担う12の事業全てに携わる最先端技術の拠点、それが私たち研究開発部⾨です。ま
だ誰も⾒たことのない未来社会を創るために、ともにイノベーションを⽣み出しませんか？

発電から送変電、配電まで全てのフェーズで、世界中の電⼒インフラを⽀えるエネルギー事
業。総合技術⼒を武器に、新たなエネルギービジネスにも挑戦を続けています。ともに世界を
舞台に活躍しませんか。

空調冷熱システム事業 キャリア採⽤

詳細を⾒る 

FAシステム事業 キャリア採⽤

詳細を⾒る 

⾃動⾞機器事業 キャリア採⽤

詳細を⾒る 

研究開発部⾨ キャリア採⽤

詳細を⾒る 

電⼒・産業システム事業 キャリア採⽤

詳細を⾒る 



06  Recommend

社会を支える三菱電機

先進技術を結集せよ

持てる技術力をつないで応える、三菱電機の取
り組みをご紹介します。

詳細を見る

キーテクノロジー

より良い社会作りを支える幅広い技術、「キー
テクノロジー」を映像と広告資料でご紹介しま
す。

詳細を見る

環境ステートメント「eco 
changes」

三菱電機グループ各社の企業姿勢と、地球温暖
化対策事業への取り組みや、社会に役立つプロ
ダクトの情報を発信しています。

詳細を見る



はたらく現場を知る

Project Story

⼀⼤プロジェクトが⽣まれた背景とは。どのよ
うに困難・逆⾵を乗り越え、ともにシナジーを
⽣み出してきたのか。その情熱の軌跡をお伝え
します。

詳細を⾒る

Global Report

海外で社会の発展に貢献するやりがいや醍醐味
を動画を通してご紹介します。

詳細を⾒る

from 五⼤陸

世界各地で活躍する三菱電機社員をご紹介!仕事
に奮闘する⽇々や休暇の過ごし⽅など、毎週更
新のブログでお届けします！

詳細を⾒る



ものづくりへのこだわり

三菱電機”⼤⼈”家電

上質な暮らしにふさわしい「品」と「質」を併
せ持つ家電、また、その背景にあるデザイナー
の「想い」をご紹介。

詳細を⾒る

METoA Ginza

銀座に誕⽣した三菱電機のイベントスクエア。
ここにしかない発⾒や驚きを、多くの⼈に、⾒
て、ふれて、体験してもらうための場所。

詳細を⾒る 

募集職種⼀覧 キャリア登録
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