
平成２５年度 卒業者 就職先企業一覧 

■機械工学科 

㈱アドバネクス                  ㈱アマダ 

井上軸受工業㈱                  ㈱エコム 

㈱九電工                        極東開発工業㈱ 

国土交通省北海道開発局          酒井重工業㈱ 

札幌市役所                      ㈱シークス 

㈱シーアールイー                ＪＦＥスチール㈱ 

新栄プラント㈱                  大豊工業㈱ 

㈱太平エンジニアリング          第一鉄鋼㈱ 

太平電業㈱                      竹田設計工業㈱ 

武田建設㈱                      ㈱タマディック 

㈱中央エンジニアリング          豊興工業㈱ 

トヨタ自動車東日本㈱            中野プラスチック工業㈱ 

ニッテツ室蘭エンジニアリング㈱  日本罐詰㈱ 

日本国土開発㈱                  ㈱日本ファシリオ 

函館どつく㈱                    ㈱林鉄工 

日立建機日本㈱                  ㈱富士通エフサス 

北開工営㈱                      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㈱      三菱電機ビルテクノサービス㈱ 

ミヤマ工業㈱                    よつ葉乳業㈱ 

菱栄テクニカ㈱ 

 

■社会環境工学科 

あいの風とやま鉄道㈱            旭川空港ビル㈱ 

㈱アサヒ建設コンサルタント      網走市役所 

石川県内灘町役場                イズム・グリーン㈱ 

岩倉建設㈱                      岩田地崎建設㈱ 

小樽市役所                      ㈱開発調査研究所 

㈱カナモト                      木更津市役所 

北九州市消防局                  北見市役所 

釧路市役所                      国土交通省九州地方整備局 

国土交通省北海道開発局          三進工業㈱ 

サンテクノ㈱                    ㈱シー・イーサービス 

シン技術コンサルタント㈱        ㈱ズコーシャ 

大成建設㈱                      竹中道路㈱ 

玉川水緑建設㈱                  陸前高田市役所 



中央コンサルタンツ㈱            岐建㈱ 

㈱東鵬開発                      ㈱ドーコン 

内外エンジニアリング北海道㈱    ㈱中神土木設計事務所 

名寄市役所                      ㈱西村組 

㈱西尾産業                      西日本旅客鉄道㈱ 

日本基礎技術㈱                  函館市役所 

富良野市役所                    北海道土木設計㈱ 

北海道庁                        宮城建設㈱ 

宮坂建設工業㈱                  ヨドプレ㈱ 

 

■電気電子工学科 

旭電業㈱                        ㈱アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング 

イクシー㈱                      ㈱NTT ファシリティーズ東北 

ENEOS グローブガスターミナル㈱   帯広電子㈱ 

海上自衛隊                      ㈱関電工 

㈱北弘電社                      九州電力㈱ 

三和工機㈱                      ㈱シーテック 

自衛隊                          JFE スチール㈱ 

島根電工㈱                      社会福祉法人 南生会 

ダイダン㈱                      ㈱ダイナックス 

WDB 工学㈱                       ㈱つうけんアドバンスシステムズ 

㈱電制                          道栄紙業㈱ 

東邦電気工業㈱                  ㈱戸上電機製作所 

㈱ナカヨ通信機                  日亜化学工業㈱ 

日本リーテック㈱                富良野緑峰高校 

北海電気工事㈱          北海道古川電気工業㈱          

北海道電力㈱           北海道警察                    

三菱電機エンジニアリング㈱    三菱電機ビルテクノサービス㈱     

三菱電機特機システム㈱      ㈱メイテック                

㈱八神製作所           エスケー電気㈱ 

 

■情報システム学科 

アイコム㈱                         ㈱秋田情報センター 

㈱アルトナー                       イオン北海道㈱ 

インフォテクノ㈱                   ㈱エスイーシー 

㈱OKI ソフトウェア          ㈱カーネルコンセプト 

㈱科学情報システムズ        ㈱管理システム 

キーウェアソリューションズ㈱    ㈱北見コンピューター・ビジネス 



北見市役所             ケーティーシステム㈱ 

㈱札幌ネクシス           ㈱シーエスアイ 

㈱システムサプライ         セキスイハイム東北㈱ 

㈱ソフトクリエイトホールディングス ㈱トヨタプロダクションエンジニアリング 

㈱トリニティ・ドゥ         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㈱ 日本コンピューターサイエンス㈱ 

日本データスキル㈱         ㈱ネットワールド 

北海道警察             三菱電機ビルテクノサービス㈱ 

 

■バイオ環境化学科 

㈱アイ・メッツ           ㈱アネシス 

網走信用金庫            ㈱エコニクス 

㈱応用医学研究所          北一食品㈱ 

北見市役所             協業組合公清企業 

㈱クワザワ             航空自衛隊 

皇宮警察              合同化成㈱ 

佐竹食品㈱             社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 

㈱昭和食品             神鋼環境メンテナンス㈱ 

ニチロ畜産㈱            日糧製パン㈱ 

日鉄住金セメント㈱         日東マリアン㈱ 

ニプロ㈱              日本消防検定協会 

㈱ヒューエンス           社会福祉法人藤島会 

㈱弁釜               ホクレン農業協同組合連合会  

㈱北海道フーズ           丸玉産業㈱ 

㈱やまみ              ㈱山梨中央銀行 

㈱サンコー食品 

 

■マテリアル工学科 

㈱アクタス             岩見沢ガス㈱ 

㈱NGU                大槻理化学㈱ 

岡山県貨物運輸㈱          ㈱京家 

㈱くらコーポレーション       国土交通省北海道開発局 

コムシス北海道エンジニアリング㈱  CCI㈱ 

自衛隊               ㈱データベース 

㈱白寿生科学研究所         ㈱フォーラムエンジニアリング 

㈱ホンダ四輪販売南近畿       丸玉産業㈱ 

㈱ミズノ硝子建材          ミネベア㈱ 



平成２５年度 修了者 就職先企業一覧 

 

■機械システム工学専攻 

㈱ＩＨＩスター              アウトソーシングテクノロジー 

朝日電装㈱                ㈱アドヴィックス 

アルプス電気㈱              コベルコ建機㈱ 

㈱三五                  三建設備工業㈱ 

サンデン㈱                三和シャッター工業㈱ 

JFE 鋼板㈱                シンフォニアテクノロジー㈱ 

住友重機械工業㈱             ㈱ダイフク 

竹田設計工業㈱              中央設備エンジニアリング㈱ 

東罐興業㈱                凸版印刷㈱ 

中山機械㈱                ㈱ニッキ 

ニプロ㈱                 日本クロージャー㈱ 

日本ケミコン㈱              ㈱日本除雪機製作所 

ネッツエスアイ東洋㈱           橋本電機工業㈱ 

日立オートモーティブシステムズ㈱     日立化成㈱ 

不二輸送機工業㈱             マキノジェイ㈱ 

丸玉産業㈱                ミネベア㈱ 

㈱明電舎                 ヤスダファインテ㈱ 

ヤマザキマザック㈱            レンゴー㈱ 

㈱ワーカム北海道 

 

■社会環境工学専攻 

㈱アルファ水工コンサルタンツ       ㈱川田工業 

釧路市役所                国土交通省中部地方整備局 

国土交通省北海道開発局          ㈱コンテック東日本 

大地コンサルタント㈱           大日本コンサルタント㈱ 

中央コンサルタンツ㈱           東洋建設㈱ 

㈱日本工営                ㈱フロンティア技研 

㈱林工組 

 

■電気電子工学専攻 

大倉電気㈱                ㈱関電工 

北見石灰工業㈱              黒松内町社会福祉協議会 



シナジーテック㈱             ㈱東芝 

日本ケミコン㈱              フクダ電子㈱ 

北海道電力㈱               北海道電気技術サービス㈱ 

三菱電機エンジニアリング㈱        よつ葉乳業㈱ 

六興電気㈱ 

 

■情報システム工学専攻 

㈱アンブルーム              ㈱インターネットイニシアティブ 

神田通信機㈱               ㈱つうけんアドバンスシステムズ 

㈱ネクスウェイ              ほくでん情報テクノロジー㈱ 

 

■バイオ環境化学専攻 

㈱朝日工業社               アルバック・ファイ㈱ 

㈱海洋化研                興和建設㈱ 

三恵技研工業㈱              サンテクノ㈱ 

JA ふらの                 ㈱進学会 

㈱全農・キューピー・エッグステーション  ホクレン包材㈱ 

北海運輸㈱                ヤマト科学㈱ 

㈱大和環境分析センター 

 

■マテリアル工学専攻 

朝日インテック㈱             イリソ電子工業㈱ 

沖電線㈱                 ㈱カーネルコンセプト 

環境保全㈱                極東高分子㈱ 

㈱サジェスト               ㈱シーテック 

㈱スタッフサービス            ソーゴー印刷㈱ 

トーカロ㈱                凸版印刷㈱ 

㈱トラスト・テック            ㈱ニッカトー 

日本原燃㈱                日本原料㈱ 

㈱ハイテック               東山フイルム㈱ 

北海道電力㈱               ㈱メイテック 

菱栄テクニカ㈱ 


