
機械工学科

●アイシン北海道(株) ●シンセメック(株) ●パーパス(株)

●(株)アルトナー ●新日本空調(株) ●パナソニックエクセルテクノロジー(株)

●池田煖房工業(株) ●シンフォニアテクノロジー(株) ●弘前航空電子(株)

●(株)エィダブリュソフトウェア ●住友重機械工業(株) ●ファナック(株)

●(株)エス・ケー・アイ ●高砂熱学工業(株) ●フジテック(株)

●オー・ジー(株) ●津別町役場 ●(株)不二家

●大槻理化学(株) ●(株)テクノプロデザイン社 ●北海道内田鍛工(株)

●(株)カーネルコンセプト ●(株)デンソー ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●北見市役所 ●ドゥウェル(株) ●三菱電機プラントエンジニアリング(株)

●極東開発工業(株) ●東北発電工業(株) ●ミヤマ工業(株)

●航空自衛隊 ●ニチレキ(株) ●ユーザーサイド(株)

●コンピューターマネージメント(株) ●日精(株) ●(株)ワーカム北海道

●酒井重工業(株) ●日本アルコール産業(株)

社会環境工学科

●(株)NTTフィールドテクノ ●(株)構研エンジニアリング ●日本高圧コンクリート(株)

●(株)TSOne ●国土交通省近畿地方整備局 ●日本通運(株)

●旭川市役所 ●札幌市役所 ●(株)早水組

●(株)アサヒ建設コンサルタント ●サンスイコンサルタント(株) ●(株)ピーエス三菱

●荒井建設(株) ●第一建設工業(株) ●兵庫県庁

●岩田地崎建設(株) ●高橋カーテンウォール工業(株) ●(株)豊水設計

●(株)大林組 ●千葉県庁 ●北海道開発局

●オリエンタル白石(株) ●中央コンサルタンツ(株) ●北海道庁

●(株)開発工営社 ●通信土木コンサルタント(株) ●(株)松本鐵工所

●(株)加賀田組 ●(株)テーオーホールディングス ●三井住友建設(株)

●川田工業(株) ●鉄建建設(株) ●水戸市役所

●北見市役所 ●東洋建設(株) ●宮城建設(株)

●釧路市消防本部 ●戸田建設(株) ●矢作建設工業(株)

●釧路市役所 ●(株)中山組 ●(株)リブテック

●(株)ケミカル工事 ●(株)楢崎製作所 ●(株)渡辺組

●興亜開発(株) ●西松建設(株)

平成29年度　学部卒業者　就職先一覧



電気電子工学科

●AVCテクノロジー(株) ●自衛隊 ●日本リーテック(株)

●(株)NTTファシリティーズ東北 ●(株)新来島豊橋造船 ●パナソニックスイッチングテクノロジーズ(株)

●(株)NTTファシリティーズ北海道 ●太平電業(株) ●(株)日立ビルシステム

●(株)VSN ●(株)テクノプロ ●日野自動車(株)

●WDB工学(株) ●東京エレクトロン(株) ●北海電気工事(株)

●(株)朝日電機製作所 ●(株)ドーコン ●（一財）北海道電気保安協会

●(株)岩手芝浦電子 ●トヨタ自動車(株) ●北海道電力(株)

●オホーツク農業共済組合 ●ナイス(株) ●北海道旅客鉄道(株)

●(株)北弘電社 ●中日本ハイウェイエンジニアリング東京(株) ●(株)法華倶楽部

●(株)きんでん ●ニチコン(株) ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●三機工業(株) ●日本電技(株) ●(株)メイテック

情報システム工学科

●(株)DMM.com ●枝幸町役場 ●(株)デザインネットワーク

●(株)DNP情報システム ●(株)エヌアイディ ●(株)デンコードー

●(株)ISTソフトウェア ●小樽未来創造高等学校 ●トーテックアメニティ(株)

●NECソリューションイノベータ(株) ●鹿角市役所 ●(株)日本オープンシステムズ

●(株)OKIソフトウェア ●(株)要 ●ビー・ユー・ジーDMG森精機(株)

●(株)TTM ●神田通信機(株) ●(株)日立ビルシステム

●WDB工学(株) ●札幌市役所 ●(株)ビッツ

●(株)WillinkSystem ●(株)シーエスアイ ●(株)マイナビ

●(株)アイエンター ●(株)システムリサーチ ●丸玉木材(株)

●旭川空港ビル(株) ●(株)ジャパンテクニカルソフトウェア ●山形県警察本部

●出雲市役所 ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●レインボー造型企画(株)

●(株)エイチアイディ ●太平洋セメント(株)

●(株)エグゼクション ●(株)つうけんアドバンスシステムズ



バイオ環境化学科

●(株)DNPマーケティング ●河野薬局 ●ニチゴー九州(株)

●(株)YSK e-com ●サンマルコ食品(株) ●ニチロ畜産(株)

●愛知県立瀬戸窯業高等学校 ●鹿追町農業協同組合 ●ニプロ(株)

●旭川空港ビル(株) ●ゼリア新薬工業(株) ●(株)ヒューエンス

●(株)朝日工業社 ●(株)太平エンジニアリング ●(株)ホクエイ

●イオンフードサプライ(株) ●中央設備エンジニアリング(株) ●(株)北海道フーズ

●(株)エイジェック ●(株)つうけん ●前田道路(株)

●(株)希松 ●富山市農業協同組合 ●丸栄化工(株)

●きたみらい農業協同組合 ●トランスコスモス(株) ●丸玉木材(株)

●(株)ケーヒン ●奈井江町役場 ●ワタキューセイモア(株)

マテリアル工学科

●(株)DIPS ●極東高分子(株) ●東海化成工業(株)

●(株)アイティーオー ●(株)倉本鉄工所 ●(株)巴商会

●(株)アルトナー ●山九(株) ●日光金属(株)

●(株)エイジェックフレンドリー ●静岡県経済農業協同組合連合会 ●日本原燃(株)

●(株)エスユーエス ●(株)ズコーシャ ●根室市市役所

●釜屋電機(株) ●(株)タカキタ ●北海道西濃運輸(株)

●川崎油工(株) ●テクノアルファ(株) ●前田道路(株)

●北見市役所 ●(株)テクノプロ ●レンゴー(株)



機械工学専攻

●YKKAP(株) ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●日野自動車(株)

●いすゞ自動車(株) ●(株)ダイフク ●北海道ガス(株)

●(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 ●竹田設計工業(株) ●北海道庁

●コニカミノルタ(株) ●中央精工(株) ●ミネベアミツミ(株)

●コベルコ建機(株) ●月島機械(株) ●(株)ムラコシ精工

●白河オリンパス(株) ●(株)ドーコン ●(株)明電舎

●伸和コントロールズ(株) ●トヨタ自動車(株) ●(株)ワーカム北海道

社会環境工学専攻

●応用地質(株) ●札幌市役所 ●東京インキ(株)

●(株)開発工営社 ●ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) ●ドーピー建設工業(株)

●(株)建設技術研究所 ●(株)テクノプロデザイン社 ●北海道開発局

●国土交通省関東地方整備局 ●（独法）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ●北海道立オホーツク流氷科学センター

電気電子工学専攻

●(株)DMM.com OVERRIDE ●電源開発(株) ●(株)明電舎

●(株)WillinkSystem ●東芝インフラシステムズ(株) ●(株)モバイルテクノ

●(株)インサイトテクノロジー ●(株)日立産機システム ●矢崎総業(株)

●大倉電気(株) ●北海道電力(株)

情報システム工学専攻

●(株)HDC ●京セラコミュニケーションシステム(株) ●北海道NSソリューションズ(株)

●JRAシステムサービス(株) ●システム・エボリューション(株) ●(株)マイティネット

●(株)OKIソフトウェア ●(株)ネットワールド ●(株)ユーエスイー

●(株)アドヴァンストソフトエンジニアリング ●ほくでん情報テクノロジー(株)

●(株)アルチザネットワークス ●北竜町役場

平成29年度　大学院博士前期課程修了者　就職先一覧



バイオ環境化学専攻

●(株)アルファ水工コンサルタンツ ●(株)太平エンジニアリング ●月島テクノメンテサービス(株)

●(株)環境ダイゼン ●チトセ浜理薬品(株) ●ユニプレス(株)

●(株)スカイ365 ●長生堂製薬(株)

マテリアル工学専攻

●J.P.C(株) ●田中貴金属グループ ●ヒロセ電機(株)

●TPR(株) ●月島テクノメンテサービス(株) ●藤倉ゴム工業(株)

●(株)エーティック ●(株)データベース ●(株)ホクエイ

●沖電線(株) ●東海化成工業(株) ●ミネベアミツミ(株)

●品川リフラクトリーズ(株) ●日新製鋼(株) ●(株)吉野工業所

●(株)大気社 ●パーソルR&D(株)


