
平成２６年度 学部卒業者 就職先一覧 

 

■機械工学科■ 

イオン北海道㈱ 池田煖房工業㈱ 

㈱NTTファシリティーズ NTN㈱ 

㈱MTG ㈱科学情報システムズ 

北見市役所 小島プレス工業㈱ 

札幌市役所 ㈱札幌ドーム 

㈱三五 三進工業㈱ 

サークル機工㈱ ㈱ジィーエーティー 

シンフォニアテクノロジー㈱ JFE スチール㈱ 

竹田設計工業㈱ ㈱ダイナム 

大明化学工業㈱ 東洋紡エンジニアリング㈱ 

トヨタテクニカルディベロップメント㈱ 日信工業㈱ 

ニッテツ室蘭エンジニアリング㈱ 日本ケーブル㈱ 

ニプロ㈱ ネッツエスアイ東洋㈱ 

函館どつく㈱ 浜島防災システム㈱ 

パナソニック AVCテクノロジー㈱ ㈱光合金製作所 

ブリヂストンタイヤジャパン㈱ 文化シヤッター㈱ 

北海運輸㈱ 北海道庁  

北海道旅客鉄道㈱ 北海道電力㈱ 

三菱自動車エンジニアリング㈱ 三菱電機エンジニアリング㈱ 

ミネベア㈱ ミヤマ工業㈱ 

㈱ムラコシ精工 ㈱メイテック 

レンゴー㈱  

 

 

■社会環境工学科■ 

秋田県庁 旭川市役所 

網走市役所 池田町役場 

いであ㈱ 岩倉建設㈱ 

岩内町役場 ㈱大林組 

㈱奥村組 帯広市役所 

㈱ガイアートＴ・Ｋ 甲斐市役所 

加西市役所 鹿島建設㈱ 

㈱菅野組 北見市役所 

久慈市役所 国土交通省東北地方整備局 



国土交通省北陸地方整備局 国土交通省北海道開発局 

こぶし建設㈱ 札幌市役所 

清水建設㈱ 社会福祉法人北ひろしま福祉会 

ジュニア STF ㈱田中組 

中央コンサルタンツ㈱ 東亜建設工業㈱ 

東京消防庁 東京都庁 

東洋建設㈱ 戸田建設㈱ 

中舘建設㈱ 西松建設㈱ 

㈱西村組 ㈱NIPPO 

㈱ニュージェック ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

㈱浜屋組 ㈱豊水設計 

北央道路工業㈱ 北竜町役場 

北海道庁  北海道旅客鉄道㈱ 

㈱三井住友建設  

 

 

■電気電子工学科■ 

㈱アルトナー アルプス電気㈱ 

いすゞ自動車㈱ 沖電気工業㈱ 

キャノン電子㈱ 栗原工業㈱ 

興和電子工業㈱ 小平町役場 

㈱コベルコ科研 札幌市役所 

自衛隊 ㈱JPハイテック 

社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 ゼネラルエンジニアリング㈱ 

㈱ダイナックス ㈱つうけん 

㈱TTK ㈱電制 

苫小牧市役所 ㈱日専連ニックコーポレーション 

パナソニックデバイス帯広㈱ ㈱ブリングアップ史 

ほくでんサービス㈱ 北陸コンピュータ・サービス㈱ 

北海電気工事㈱ ㈱北海道鑑定 

北海道キューブシステム㈱ 北海道庁  

北海道糖業㈱ 北海道電力㈱ 

三菱電機特機システム㈱ 三菱ビルテクノサービス㈱ 

㈱メイテック 女満別町農業協同組合 

紋別バイオマス発電㈱   

 

 

 



■情報システム工学科■ 

㈱ISIDインターテクノロジー アイフォーカス・ネットワーク㈱ 

浅野目建設工業㈱ 旭川空港ビル㈱ 

㈱アルトナー インフォテクノ㈱ 

㈱エイチ・アイ・ディ ㈱エイチ・エル・シー 

㈱エグゼクション NECネッツエスアイ㈱ 

㈱OKIソフトウェア ㈲クリップソフト 

㈱コア北海道カンパニー ㈱札幌ネクシス 

㈱システムサプライ 標茶町役場 

㈱ソフトネット 第一生命保険㈱ 

㈱つうけんアドバンスシステムズ 敦賀市役所 

日興ソフトウェア㈱ 日本アイビーエム・ソリューションサービス㈱ 

日本データスキル㈱ ㈱ネットワールド 

㈱ビッツ ビー・ユー・ジー森精機㈱ 

北都システム㈱ 北海道日興電気通信㈱ 

㈱ユー・エス・イー UTリーディング㈱ 

 

 

■バイオ環境化学科■ 

網走市役所 ㈱あるじゃんすー 

イオン北海道㈱ NPO法人とむての森 

置戸町役場 北見商工会議所 

北見地区消防組合本部 ㈱希松 

協業組合公清企業 極東高分子㈱ 

四国建設コンサルタント㈱ 静岡グランドホテル中島屋 

㈱進学会 ㈱スタッフサービス 

ゼリア新薬工業㈱ 大鵬薬品工業㈱ 

㈱丹波屋 鳥居薬品㈱ 

西山製麺㈱ ニプロ㈱ 

日本 KFCホールディングス㈱ 日本新薬㈱ 

日本製薬工業㈱ ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 

㈱野水機械製作所 ハリマ化成㈱ 

美幌町役場 ホクレン農業協同組合連合会 

北海道エア・ウォーター㈱  北海道庁 

㈱北海道フーズ マックスバリュ北海道㈱ 

㈱みちのく銀行 ㈱三ツ輪商会 

㈱メイテックフィルダーズ ㈱もりもと 



㈱ヨシダ 六花亭製菓㈱ 

 

  

■マテリアル工学科■ 

㈱アルトナー 大槻理化学㈱ 

大森クローム工業㈱ 倶知安町役場 

合同容器㈱ ㈱サンデー 

サンマルコ食品㈱ ㈱創建コーポレーション 

㈱第一岸本臨床検査センター ㈱ダイナム 

㈱ダンロップタイヤ北海道 TDK庄内㈱ 

東海化成工業㈱ 日本原燃分析㈱ 

㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング ㈱はま寿司 

富士フィルムメディカル㈱ 北海道エナジティック㈱ 

㈱北海道鑑定 ㈱ムトウ 

ムトーアイテックス㈱ ㈱メイテックフィルダーズ 

山田機械工業㈱ ヤンマーアグリジャパン㈱北海道カンパニー 

よつ葉乳業㈱ わらべや日洋㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 26年度 大学院博士前期課程修了者 就職先一覧 

 

■機械工学専攻■ 

㈱アドヴィックス いすゞ自動車㈱ 

KYB㈱ サンデン㈱ 

シンフォニアテクノロジー㈱ ㈱ジェイテクト 

㈱太平エンジニアリング 東罐興業㈱ 

トヨタテクニカルディベロップメント㈱ ㈱ニッキ 

ファナック㈱ 三菱電機エンジニアリング㈱ 

ミネベア㈱ ヤマザキマザック㈱ 

㈱UACJ ㈱ワーカム北海道 

 

 

■社会環境工学専攻■ 

㈱オリエンタルコンサルタンツ 国土交通省北海道開発局 

㈱竹中土木 玉野総合コンサルタント 

日特建設㈱ ㈱日本工営 

㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道 広島県庁 

北海道庁  北海道旅客鉄道㈱ 

八千代エンジニヤリング㈱  

 

 

■電気電子工学専攻■ 

いすゞ自動車㈱ ㈱エクスプローラ 

大崎電気工業㈱ 京セラコミュニケーションシステム㈱ 

電源開発㈱ ㈱東芝 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ㈱トッパン・テクニカル・デザインセンター 

トヨタテクニカルディベロップメント㈱ 日本冶金工業㈱ 

北海道電力㈱ 北海道糖業㈱ 

三菱電機㈱  

 

 

■情報システム工学専攻■ 

㈱アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング ㈱アルトナー 

㈱アルファシステムズ ㈱NTTデータ 

㈱OKIソフトウェア 清水建設㈱ 

㈱シーエスアイ ㈱ジャパンテクニカルソフトウェア 

㈱セントラル情報センター ㈱DNP情報システム 



トヨタテクニカルディベロップメント㈱ 日興ソフトウェア㈱ 

㈱日比谷コンピュータシステム ほくでん情報テクノロジー㈱ 

 

 

■バイオ環境化学専攻■ 

㈱イーエス総合研究所 荏原環境プラント㈱ 

㈱久原本家グループ ㈱太平エンジニアリング 

WDBエウレカ㈱ 東光薬品工業㈱ 

日商プロパン石油㈱ ニプロ㈱ 

㈱日本防災技術センター 富士システムズ㈱ 

㈱母恵夢 ホクレン農業協同組合連合会 

㈱北海道鑑定 丸栄産業㈱ 

 

 

■マテリアル工学専攻■ 

㈱アウトソーシングテクノロジー ㈱秋田県分析化学センター 

エビナ電化工業㈱ 国立大学法人東北大学 

東海化成工業㈱ ㈱東海テクノ 

トヨタテクニカルディベロップメント㈱ 日糧製パン㈱ 

日本ケミコン㈱ 白銅㈱ 

フジプレミアム㈱ ホクレン肥料㈱ 

㈱メイテックフィルダーズ リンテック㈱ 

 

 

 

 

 


