


  新卒市場 



  ２０１９卒 新卒採用スケジュール   



  ツノルについて  



  ３つの特徴  



  ツノル ご掲載企業   



  ツノル 登録学生     



 ツノル 登録学生 上位150校 

※ツノル２０１８（2017年4月末時点） 

1 日本大学 26 京都産業大学 51 学習院大学 76 関東学院大学 101 大阪市立大学 126 神戸松蔭女子学院大学

2 東洋大学 27 武庫川女子大学 52 慶應義塾大学 77 高崎経済大学 102 西南学院大学 127 東京家政学院大学

3 関西大学 28 愛知大学 53 国士舘大学 78 大阪大学 103 大谷大学 128 名古屋学芸大学

4 法政大学 29 神戸学院大学 54 共立女子大学 79 東京女子大学 104 二松学舎大学 129 フェリス女学院大学

5 近畿大学 30 帝京大学 55 追手門学院大学 80 摂南大学 105 和歌山大学 130 愛知県立大学

6 立命館大学 31 跡見学園女子大学 56 大妻女子大学 81 筑波大学 106 常葉学園大学 131 茨城大学

7 同志社大学 32 南山大学 57 京都女子大学 82 帝京平成大学 107 聖徳大学 132 鎌倉女子大学

8 専修大学 33 大東文化大学 58 東京理科大学 83 桃山学院大学 108 静岡大学 133 京都橘大学

9 明治大学 34 成城大学 59 日本女子大学 84 京都精華大学 109 相模女子大学 134 静岡県立大学

10 龍谷大学 35 國學院大學 60 実践女子大学 85 首都大学東京 110 大阪産業大学 135 静岡文化芸術大学

11 関西学院大学 36 拓殖大学 61 大正大学 86 明星大学 111 京都ノートルダム女子大学 136 津田塾大学

12 立教大学 37 武蔵野大学 62 成蹊大学 87 産業能率大学 112 京都外国語大学 137 東北学院大学

13 神奈川大学 38 名城大学 63 千葉工業大学 88 大阪商業大学 113 工学院大学 138 奈良大学

14 早稲田大学 39 上智大学 64 目白大学 89 東京電機大学 114 東京都市大学 139 和光大学

15 東海大学 40 獨協大学 65 甲南女子大学 90 福岡大学 115 京都大学 140 岡山大学

16 中央大学 41 東京経済大学 66 名古屋外国語大学 91 文京学院大学 116 名古屋大学 141 広島修道大学

17 明治学院大学 42 東京家政大学 67 創価大学 92 横浜国立大学 117 学習院女子大学 142 芝浦工業大学

18 愛知淑徳大学 43 昭和女子大学 68 亜細亜大学 93 中部大学 118 大阪電気通信大学 143 清泉女子大学

19 東京農業大学 44 同志社女子大学 69 椙山女学園大学 94 兵庫県立大学 119 東京国際大学 144 東京農工大学

20 立正大学 45 武蔵大学 70 神戸大学 95 京都造形芸術大学 120 東洋英和女学院大学 145 京都府立大学

21 中京大学 46 愛知学院大学 71 玉川大学 96 駒沢女子大学 121 日本福祉大学 146 四天王寺大学

22 駒澤大学 47 桜美林大学 72 金城学院大学 97 城西大学 122 流通経済大学 147 聖心女子大学

23 甲南大学 48 文教大学 73 埼玉大学 98 大阪芸術大学 123 横浜市立大学 148 白鴎大学

24 青山学院大学 49 大阪経済大学 74 千葉大学 99 阪南大学 124 淑徳大学 149 北里大学

25 関西外国語大学 50 佛教大学 75 東京工科大学 100 神田外語大学 125 神戸女子大学 150 京都光華女子大学

登録学生数の多い大学150校（全体では947校）    150校の登録学生数比率は74.4％ 

 



  基本コースの主な画面と機能 



  採用活動を完結できる企業様用管理画面（Ｔ-Ｍａｎａｇｅｒ）  



  採用効率をあげるオプションサービス  



  学生に直接アプローチするフリーペーパー版  



 ツノル２０１８ フリーペーパー版 設置校一覧 

大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県

つくば国際大学 関東 淑徳大学　（千葉） 関東 津田塾大学 関東 平成国際大学 関東 静岡文化芸術大学 東海 京都光華女子大学 関西 大阪市立大学 関西

フェリス女学院大学 関東 駿河台大学 関東 鶴見大学 関東 法政大学 関東 静岡理工科大学 東海 京都工芸繊維大学 関西 大阪女学院大学 関西

ものつくり大学 関東 女子栄養大学 関東 帝京科学大学 関東 北里大学 関東 大垣女子短期大学 東海 京都嵯峨芸術大学 関西 大阪女子短期大学 関西

亜細亜大学 関東 尚美学園大学 関東 帝京大学 関東 明海大学 関東 大同大学 東海 京都産業大学 関西 大阪商業大学 関西

杏林大学 関東 昭和女子大学 関東 帝京平成大学 関東 明治学院大学 関東 中京学院大学 東海 京都市立芸術大学 関西 大阪樟蔭女子大学 関西

浦和大学 関東 昭和大学 関東 田園調布学園大学 関東 明治大学 関東 中京大学 東海 京都女子大学 関西 大阪人間科学大学 関西

横浜国立大学 関東 松蔭大学 関東 東海大学 関東 明星大学 関東 中部学院大学 東海 京都情報大学院大学 関西 大阪成蹊大学 関西

横浜商科大学 関東 湘南工科大学 関東 東京家政学院大学 関東 目白大学 関東 中部大学 東海 京都精華大学 関西 大阪青山大学 関西

嘉悦大学 関東 湘北短期大学 関東 東京家政大学 関東 立教大学 関東 東海学院大学 東海 京都造形芸術大学 関西 大阪総合保育大学 関西

開智国際大学 関東 上智大学 関東 東京外国語大学 関東 立正大学 関東 東海学園大学 東海 京都美術工芸大学 関西 大阪体育大学 関西

学習院女子大学 関東 上武大学 関東 東京経済大学 関東 流通経済大学 関東 東海大学 東海 京都府立大学 関西 大阪大学 関西

学習院大学 関東 城西国際大学 関東 東京工科大学 関東 麗澤大学 関東 東京福祉大学 東海 京都文教大学 関西 大阪大谷大学 関西

鎌倉女子大学 関東 城西大学 関東 東京工芸大学 関東 和光大学 関東 南山大学 東海 近大姫路大学 関西 大阪電気通信大学 関西

関東学院大学 関東 常磐大学 関東 東京国際大学 関東 和洋女子大学 関東 日本福祉大学 東海 甲子園大学 関西 大阪府立大学 関西

関東学園大学 関東 神田外語大学 関東 東京純心女子大学 関東 國学院大学 関東 浜松学院大学 東海 甲南女子大学 関西 大手前大学 関西

共栄大学 関東 神奈川工科大学 関東 東京女子体育大学 関東 獨協大学 関東 浜松学院大学短期大学部 東海 甲南大学 関西 大谷大学 関西

共立女子大学 関東 神奈川大学 関東 東京女子大学 関東 愛知学院大学 東海 豊橋創造大学 東海 高野山大学 関西 追手門学院大学 関西

玉川大学 関東 成城大学 関東 東京情報大学 関東 愛知学泉大学 東海 名古屋外国語大学 東海 阪南大学 関西 帝塚山学院大学 関西

桐蔭横浜大学 関東 成蹊大学 関東 東京成徳大学 関東 愛知県立大学 東海 名古屋学院大学 東海 常磐会学園大学 関西 帝塚山大学 関西

桐朋学園大学 関東 清泉女子大学 関東 東京聖栄大学 関東 愛知工科大学 東海 名古屋経済大学 東海 神戸医療福祉大学 関西 天理大学 関西

駒沢女子大学 関東 聖学院大学 関東 東京造形大学 関東 愛知工業大学 東海 名古屋芸術大学　 東海 神戸海星女子学院大学 関西 東大阪大学 関西

駒澤大学 関東 聖心女子大学 関東 東京電機大学 関東 愛知産業大学 東海 名古屋工業大学 東海 神戸学院大学 関西 桃山学院大学 関西

群馬県立女子大学 関東 聖徳大学 関東 東京都市大学 関東 愛知淑徳大学 東海 名古屋市立大学 東海 神戸芸術工科大学 関西 同志社女子大学 関西

群馬大学 関東 西武文理大学 関東 東京農工大学 関東 愛知大学 東海 名古屋女子大学 東海 神戸国際大学 関西 同志社大学 関西

恵泉女学園大学 関東 青山学院大学 関東 東京福祉大学 関東 愛知東邦大学 東海 名古屋商科大学 東海 神戸山手大学 関西 奈良学園大学 関西

慶應義塾大学 関東 跡見学園女子大学 関東 東京未来大学 関東 愛知文教大学 東海 名古屋大学 東海 神戸夙川学院大学 関西 奈良大学 関西

敬愛大学 関東 千葉科学大学 関東 東京理科大学 関東 岡崎女子短期大学 東海 名古屋文理大学 東海 神戸女学院大学 関西 梅花女子大学 関西

工学院大学 関東 千葉経済大学 関東 東洋英和女学院大学 関東 岐阜経済大学 東海 鈴鹿医療科大学 東海 神戸女子大学 関西 武庫川女子大学 関西

江戸川大学 関東 千葉工業大学 関東 東洋学園大学 関東 岐阜女子大学 東海 鈴鹿大学 東海 神戸松蔭女子学院大学 関西 兵庫県立大学 関西

高崎経済大学 関東 千葉商科大学 関東 東洋大学 関東 岐阜大学 東海 びわこ学院大学 関西 神戸常盤大学 関西 兵庫大学 関西

高崎商科大学 関東 千葉大学 関東 二松学舎大学 関東 金城学院大学 東海 びわこ成蹊スポーツ大学 関西 神戸親和女子大学 関西 平安女学院大学 関西

高千穂大学 関東 専修大学 関東 日本工業大学 関東 三重短期大学 東海 芦屋大学 関西 神戸大学 関西 宝塚大学 関西

国際基督教大学 関東 川村学園女子大学 関東 日本社会事業大学 関東 四日市大学 東海 羽衣国際大学 関西 成安造形大学 関西 立命館大学 関西

国際武道大学 関東 洗足学園音楽大学 関東 日本女子体育大学 関東 至学館大学 東海 園田学園女子大学 関西 聖泉大学 関西 流通科学大学 関西

国士舘大学 関東 創価大学 関東 日本女子大学 関東 修文大学 東海 関西外国語大学 関西 摂南大学 関西 龍谷大学 関西

埼玉学園大学 関東 早稲田大学 関東 日本体育大学 関東 常葉大学 東海 関西学院大学 関西 千里金蘭大学 関西 佛教大学 関西

埼玉工業大学 関東 相模女子大学 関東 日本大学 関東 常葉大学短期大学部 東海 関西国際大学 関西 相愛大学 関西 山梨英和大学 甲信越

埼玉大学 関東 足利工業大学 関東 日本文化大学 関東 椙山女学園大学 東海 関西大学　 関西 太成学院大学 関西 山梨県立産業技術短期大学校 甲信越

作新学院大学 関東 多摩大学 関東 白鴎大学 関東 聖隷クリストファー大学 東海 関西福祉科学大学 関西 大阪学院大学 関西 山梨県立大学 甲信越

桜美林大学 関東 大妻女子大学 関東 白百合女子大学 関東 静岡英和学院大学 東海 関西福祉大学 関西 大阪観光大学 関西 山梨大学 甲信越

産業能率大学 関東 大正大学 関東 武蔵大学 関東 静岡英和学院短期大学部 東海 畿央大学 関西 大阪経済大学 関西 大月短期大学 甲信越

実践女子大学 関東 大東文化大学 関東 武蔵野学院大学 関東 静岡県立大学 東海 京都ノートルダム女子大学 関西 大阪経済法科大学 関西 帝京科学大学 甲信越

芝浦工業大学 関東 拓殖大学 関東 武蔵野大学 関東 静岡県立大学短期大学部 東海 京都華頂大学 関西 大阪芸術大学 関西 都留文科大学 甲信越

秀明大学 関東 筑波学院大学 関東 武蔵野美術大学 関東 静岡産業大学 東海 京都外国語大学 関西 大阪工業大学 関西 日本大学（工学部） 東北

十文字学園女子大学 関東 中央学院大学 関東 文京学院大学 関東 静岡大学 東海 京都学園大学 関西 大阪国際大学 関西 金城大学 北陸

淑徳大学　（埼玉） 関東 中央大学理工学部 関東 文教大学 関東 静岡福祉大学 東海 京都橘大学 関西 大阪産業大学 関西 富山大学 北陸

※2017年3月配布 



  ツノル 学生の動き 



 ツノル２０１８ 反応事例 

※ツノル２０１８（2017年4月末時点） 

■関東エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 印刷・パッケージ 東京都 東京都 105 6,422 277 293

2 ソフトウエア 東京都 埼玉県-千葉県-神奈川県-東京都 100 17,845 275 378

3 設備 東京都 福岡県-北海道-宮城県-東京都-神奈川県-大阪府 145 12,531 252 458

4 広告 東京都 東京都 43 6,310 154 159

5 その他金融 東京都 岡山県-広島県-北海道-宮城県-香川県-愛媛県-福岡県-埼玉県-千葉県-東京都-沖縄県-愛知県-神奈川県-大阪府-兵庫県-京都府 621 6,795 142 187

■東海エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 フードサービス 愛知県 大阪府-愛知県-三重県-埼玉県-千葉県-東京都-神奈川県-静岡県 1,000 5,058 60 93

2 ディスプレイ 静岡県 東京都-静岡県 20 1,911 39 114

3 食品 静岡県 静岡県 60 1,735 35 56

4 印刷・パッケージ 静岡県 大阪府-愛知県-静岡県-東京都 202 1,857 27 63

5 建設 静岡県 埼玉県-千葉県-東京都-神奈川県-静岡県-中国-ベトナム-その他アジア 101 1,903 27 25

■関西エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 ソフトウエア 大阪府 奈良県-兵庫県-和歌山県-滋賀県-大阪府-京都府-岡山県-愛知県-岐阜県-東京都-千葉県-埼玉県-神奈川県 378 5,474 90 139

2 その他マスコミ 大阪府 大阪府 10 3,497 62 99

3 印刷・パッケージ 大阪府 千葉県-大阪府-愛知県-東京都 115 4,344 59 134

4 非鉄金属 大阪府 福岡県-広島県-大阪府-愛知県-東京都-群馬県-宮城県-北海道 208 6,496 58 221

5 ソフトウエア 大阪府 埼玉県-東京都-神奈川県-大阪府-兵庫県 118 3,324 53 84

■他エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 文具・事務機器 岡山県 東京都 295 5,455 103 172

2 ソフトウエア 岡山県 東京都 197 2,117 13 38

3 ホテル 長崎県 静岡県 900 1,119 10 22

4 広告 山梨県 山梨県 48 1,062 9 6

5 スーパー 富山県 富山県-石川県-福井県 2,593 743 4 2



 ツノル２０１９ ご提案プラン    

定価38万円 定価18万円定価24万円



 採用活動支援サービス                   ツノル２０１９サービス価格表   



 タイムスグループについて 






