
平成２４年度 卒業者 就職先企業一覧 

■機械工学科 

アイコクアルファ(株)           (株)アウトソーシングテクノロジー 

(株)アマダ                (株)アルプス技研 

(株)アルトナー              (株)飯田設計 

池田煖房工業(株)              大倉電気(株) 

オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株) 影近設備工業(株) 

宏和工業(株)                コーンズ・エージー(株) 

(株)三五                 (株)シーアールイー 

(株)シークス                JFE 鋼板(株) 

シナノケンシ(株)              士別市役所 

新電元工業(株)                    新日本空調(株) 

シンフォニアテクノロジー(株)       (株)ダイフク 

タカナシ乳業(株)                  竹田設計工業(株) 

東洋農機(株)               (株)トヨタプロダクションエンジニアリング 

中山機械(株)                     (株)楢崎製作所 

(株)ニッキ                       ニッテツ北海道制御システム(株) 

日立オートモーティブシステムズ(株) 北海道糖業(株) 

北海道車体(株)                     北海道旅客鉄道(株) 

(株)マースエンジニアリング         松山(株) 

(株)ムラコシ精工                 (株)明治製作所 

(株)メイテック                    矢崎総業(株) 

(株)ワーカム北海道

■社会環境工学科 

阿寒共立土建(株)                    荒井建設(株) 

(株)アルファ水工コンサルタンツ      五十嵐建設(株) 

石川県庁                            伊藤組土建(株) 

茨城県庁                            恵庭市役所 

大阪市役所                         (株)岡部 

置戸町役場                          鹿島道路(株) 

北川ヒューテック(株)               (株)構研エンジニアリング 

佐世保市役所                        弟子屈町役場 

(株)遠野レミコン                    東洋建設(株) 

東和工研(株)                        戸田建設(株) 

(株)中山組                           西松建設(株) 

北海道旅客鉄道(株)                   北海道庁 



寄神建設                             ライト工業(株) 

りんかい日産建設(株) 

■電気電子工学科 

(株)アドニス                     (株)アルトナー 

イーストメディック(株)           (株)北弘電社 

きたみらい農業協同組合           (株)クリタス 

(株)三央                         (株)三技協 

西部電気建設(株)                  西部電気工業（株） 

太平電業(株)                     (株)つうけん 

(株)道東ラルズ                   (株)トーエネック 

常呂町農業協同組合                新潟トランシス(株) 

日本リーテック(株)                日本缶詰(株) 

ネクスコエンジニアリング北海道(株)       根室市役所 

(株)日立エレクトリックシステムズ (株)平山 

ほくでんサービス(株)              北海電気工事(株) 

三井住友建設(株)                  三菱電機ビルテクノサービス(株) 

三菱電機エンジニアリング(株)      名菱電子(株) 

(株)メイテック                    夢真ホールディングス 

(株)ヨコオ                        米久おいしい鶏(株) 

菱栄テクニカ(株)                  六興電気(株)

■情報システム学科 

(株)iD                               (株)アルファシステムズ 

インフォテクノ(株)                   (株)HBA 

雄武町役場                           (株)OKI ソフトウェア 

(株)沖電気工業                       (株)カーネルコンセプト 

神田通信機(株)                        北見市役所 

(株)クオーレ                          札幌定温運輸(株) 

(株)シーエスアイ                     (株)システムサプライ 

(株)ソフトウエア札幌                 (株)つうけんアドバンスシステムズ 

(株)データベース                      デンソーテクノ(株) 

常磐システムエンジニアリング(株)     (株)ナカヨ通信機 

(株)ネットワールド                    PFU 北海道(株) 

(株)ファインドリームス                (株)富士通コンピュータテクノロジーズ 

(株)富士通ミッションクリティカルシステムズ    (株)フラワーヒルズ 



北海道電子工業(株)                    (株)北海道クボタ 

北海道警察                            (株)夢テクノロジー 

ワタミ(株)

■バイオ環境化学科 

青森県警察                            (株)オータ 

大槻理化学(株)                         小野薬品工業(株) 

(株)カスミ                             北一食品(株) 

(株)三和化学研究所                    (株)三戸芝浦電子 

(株)シマ商会                           斜里クリーンリサイクル衛生事業協同組合 

テレコムサービス(株)                  (株)テンフードサービス 

東名裾野病院                           ナイガイ(株) 

(株)ナガワ                             日糧製パン(株) 

ニプロ(株)                             ニプロファーマ(株) 

日本ホワイトファーム(株)               日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) 

(株)長谷川建材                         美幌町農業協同組合 

北海道日紅(株)                         三河畜産工業(株) 

みやぎ登米農業協同組合                (株)モリタン 

山崎製パン(株)                        (株)悠輝 

米久おいしい鶏(株)                     和弘食品(株)

■マテリアル工学科 

(株)エイジス                           呉市消防局 

桑原冷熱(株)                          (株)アウトソーシング 

(株)三五                               サンデン(株) 

(株)サンデン                           三建設備工業(株) 

三晃金属工業(株)                       清水勧業(株) 

(株)ジャパンテクニカルソフトウェア     昭和製器(株) 

(株)セブンーイレブン・ジャパン         滝川ガス(株) 

(株)竹山                              (株)データベース 

東海アヅミテクノ(株)                   東都成型(株) 

鳥取県警察本部                         日本原燃(株) 

函館どっく(株)                         豊和工業(株) 

北海道エナジティック(株)              (株)マツバラ 

(株)ムトウ                            (株)夢テクノロジー

 



平成２４年度 修了者 就職先企業一覧 

 

■機械システム工学専攻 

アイシン・エィ・ダブリュ(株)        いすゞ自動車(株) 

KYB(株)                   酒井重工業(株) 

サンデン(株)                               (株)シーアールイー 

杉山工業(株)                                住友軽金属工業(株) 

仙代テック(株)                             (株)ダイナックス 

(株)タチエス                                デンソーテクノ(株) 

東罐興業(株)                                東洋熱工業(株) 

(株)ナカヨ通信機                            日本ケミコン(株) 

日本軽金属(株)

■電気電子工学専攻 

(株)ＮＴＴドコモ                          (株)きんでん 

(株)シーテック                              太陽誘電モバイルテクノロジー(株) 

(株)電制                                    電源開発(株) 

(株)ナカヨ通信機                           (株)ニッセイ 

日本コムシス(株)                            パナソニックデバイス帯広(株) 

北海道電力(株)                              ミツミ電機(株) 

三菱電機エンジニアリング(株)                三菱電機ビルテクノサービス(株) 

(株)明電舎                                  森永乳業(株) 

(株)ユー・エス・イー 

■情報システム工学専攻 

(株)エス・ケー・アイ                        KDDI(株) 

札幌定温運輸(株)                           (株)秀英予備校 

ティエム２(株)                              日鐵セメント(株) 

ネッツエスアイ東洋(株)                     (株)フォーラムエンジニアリング 

ほくでん情報テクノロジー(株)               (株)メイテック 

 

 

■化学システム工学専攻 

(株)アイ・メッツ                           (株)一高たかはし 

共和医理器(株)                              極東高分子(株) 

(株)三造試験センター                       (株)ジェイテック 



新栄不動産ビジネス(株)                      (株)セイコーマート 

(株)中萬学院                                 戸田工業(株) 

ニチコン(株)                                 ニチロ畜産(株) 

(株)ニッキ                                   ニプロ(株) 

有限会社ファーム富田                        (株)ファームファミリー 

ホクサン(株)                                 北海道エア・ウォーター(株) 

北海道日油(株)                              (株)マテック 

丸玉産業(株)                                 丸栄産業(株) 

(株)ムトウ                                  (株)メイテック 

山崎製パン(株)                               協同組合ラテスト 

 

■機能材料工学専攻 

浦幌乳業(株)                                 大船渡市役所 

(株)神菱                                    (株)玄米酵素 

(株)三五                                    (株)シーテック 

(株)奈良機械製作所                           日本原燃(株) 

浜松光電(株)                                (株)フォーラムエンジニアリング 

ホクレン肥料(株)                             北海道旅客鉄道(株) 

北海道エア・ウォーター(株)                   ミネベア(株) 

ユニ・チャーム(株)                           菱栄テクニカ(株) 

リョービ(株)                                 YKK(株)

■土木開発工学専攻 

(株)エコニクス                              オリエンタル白石(株) 

岐阜県庁                                    共和コンクリート(株) 

(株)構研エンジニアリング                    鈴中工業(株) 

大地コンサルタント(株)                      (株)ニュージェック 

北海道庁 
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