
機械工学科

●（株）アイティーオー ●新明和工業（株） ●函館どつく（株）

●アイメタルテクノロジー（株） ●第一精工（株） ●ファナック（株）

●（株）赤阪鐵工所 ●大成ラミック（株） ●（株）ＶＳＮ

●（株）アルトナー ●ダイハツ工業（株） ●（株）豊水設計

●アルプス電気（株） ●高岡市消防本部 ●北海道警察

●イワフジ工業（株） ●（株）電業社機械製作所 ●（株）マースエンジニアリング

●（株）ＡＩＳ北海道 ●（一財）東亜総研 ●三菱電機ビルテクノサービス（株）

●極東開発工業（株） ●東京エレクトロン（株） ●三菱電機プラントエンジニアリング（株）

●高周波鋳造（株） ●トヨタ自動車（株） ●（株）ムラコシ精工

●甲府信用金庫 ●名古屋鉄道（株） ●女満別空港ビル（株）

●国土交通省北海道開発局 ●日農機製工（株） ●（株）望月プレス工業所

●三機工業（株） ●日鉄住金テックスエンジ（株） ●ヤスダファインテ（株）

●（株）三五 ●日本クロージャー（株） ●山崎製パン（株）

●シンフォニアテクノロジー（株） ●（株）日本除雪機製作所

社会環境工学科

●青森県警察 ●北日本港湾コンサルタント（株） ●（株）ドーコン

●（株）アサヒ建設コンサルタント ●北見市役所 ●西技工業（株）

●アサヒコンサルタント（株） ●釧路市役所 ●西松建設（株）

●荒井建設（株） ●京王建設（株） ●（株）日水コン

●一関市役所 ●国土交通省国土地理院 ●日特建設（株）

●伊藤組土建（株） ●国土交通省北海道開発局 ●日本工営（株）

●茨城県庁 ●五洋建設（株） ●（株）ピーエス三菱

●岩田地崎建設（株） ●相模原市役所 ●東根市役所

●岩手県庁 ●札幌市役所 ●（株）プラスアルファ・コンサルティング

●浦臼町役場 ●（株）精研 ●北海道庁　

●（株）エーツー ●仙台市役所 ●三井住友建設（株）

●小樽市役所 ●（株）竹中土木 ●三菱電機ビルテクノサービス（株）

●小野田ケミコ（株） ●鉄建建設（株） ●宮坂建設工業（株）

●（株）ガイアート ●（株）テノックス ●山形市役所

●神栖市役所 ●（株）東光コンサルタンツ ●ライト工業（株）

平成28年度　学部卒業者　就職先一覧



電気電子工学科

●朝日工業（株） ●清水建設（株） ●北洋自動車（株）

●アサヒハウス工業（株） ●伸和コントロールズ（株） ●北海電気工事（株）

●（株）アルトナー ●竹田設計工業（株） ●北海道NSソリューションズ（株）

●（株）アルプス技研 ●（株）電制 ●北海道庁　

●アンデス電気（株） ●東光電気工事（株） ●（一財）北海道電気保安協会

●イーケーエレベータ（株） ●東洋紡エンジニアリング（株） ●北海道電力（株）

●（株）エイチ・アイ・ディ ●道路工業（株） ●（株）マルハン

●AVCテクノロジー（株） ●（株）ドコモＣＳ北海道 ●三重富士通セミコンダクター（株）

●（株）NTT-ME ●トランスコスモス（株） ●三菱電機エンジニアリング（株）

●オムロンフィールドエンジニアリング北海道（株） ●日軽松尾（株） ●三菱電機ビルテクノサービス（株）

●（株）北弘電社 ●日本電設工業（株） ●三菱電機プラントエンジニアリング（株）

●栗原工業（株） ●パナソニックエクセルテクノロジー（株） ●（株）モビテック

●クレードル食品（株） ●パナソニックデバイス帯広（株） ●紋別バイオマス発電（株）

●国土交通省北海道開発局 ●（株）ビッツ ●ライオンケミカル（株）

●三建設備工業（株） ●（株）ＶＳＮ

情報システム工学科

●（株）ISIDインターテクノロジー ●京セラコミュニケーションシステム（株） ●東洋紡エンジニアリング（株）

●（株）アイエンター ●ＫＤＤＩ（株） ●（株）ドコモＣＳ

●（株）アリスタイル ●三建設備工業（株） ●トランスコスモス（株）

●（株）アルトナー ●（株）シーエスアイ ●日本データスキル（株）

●（株）アルファシステムズ ●（株）システムサプライ ●（株）富士通ミッションクリティカルシステムズ

●（株）エイチ・アイ・ディ ●士幌町役場 ●ほくでん情報テクノロジー（株）

●（株）ＮＴＴファシリティーズ東北 ●（株）ジャパンテクニカルソフトウェア ●北海道警察

●（株）OST札幌 ●（株）ソフトウエア・サイエンス ●北海道総合通信網（株）

●（株）OKIソフトウェア ●（株）ソフトクリエイトホールディングス ●（株）ユードム

●（株）帯広シティーケーブル ●太平電業（株） ●湧別漁業協同組合

●（株）カーネルコンセプト ●（株）ＤＮＰ情報システム ●リコーＩＴソリューションズ（株）

●（株）要 ●ドゥウェル（株）

●北見市役所 ●東海市役所



バイオ環境化学科

●（株）アクシス ●サンテクノ（株） ●富士宮通運（株）

●（株）朝日工業社 ●（株）シャノン ●ホクレン農業協同組合連合会

●イカリ消毒（株） ●（株）セイコー不動産 ●北海道ガス（株）

●（株）エイジェック ●田中紙管（株） ●（株）北海道銀行

●（株）エネサンス東北 ●WDBエウレカ（株） ●北海道庁　

●オー・ジー（株） ●ニプロ（株） ●前田道路（株）

●大槻理化学（株） ●野口観光グループ ●マガシーク（株）

●加茂川啓明電機（株） ●パーパス（株） ●松田産業（株）

●北見市役所 ●（株）BANKANわものや ●わらべや日洋（株）

●極東高分子（株） ●平取町役場

●（株）神戸屋 ●（株）フィリップスエレクトロニクスジャパン

マテリアル工学科

●（株）アステム ●（株）哲建 ●北海道エネルギー（株）

●釡屋電機（株） ●東海化成工業（株） ●北海道庁　

●（株）ソフトウエア・サイエンス ●日軽松尾（株） ●（株）ヨドバシカメラ

●大光炉材（株） ●日本水処理工業（株）

●タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 ●古河電池（株）



機械工学専攻

●朝日電装（株） ●（株）商船三井 ●北海道電力（株）

●いすゞ自動車（株） ●シンフォニアテクノロジー（株） ●三井造船（株）

●ＡＶＣテクノロジー（株） ●（株）ダイフク ●ミネベアミツミ（株）

●王子コンテナー（株） ●（株）タンガロイ ●（株）明電舎

●（株）岡村製作所 ●東洋熱工業（株） ●よつ葉乳業（株）

●（株）ケーヒン ●凸版印刷（株） ●レンゴー（株）

●酒井重工業（株） ●新潟原動機（株） ●（株）ワーカム北海道

●サンデンホールディングス（株） ●西田鉄工（株）

●（株）ジェイテクト ●（株）日本除雪機製作所

社会環境工学専攻

●朝日航洋（株） ●（独法）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ●北海道庁

●アルゴーシステム（株） ●（株）ドーコン ●北海道電力（株）

●（株）大林組 ●（株）豊水設計 ●丸彦渡辺建設（株）

●中央コンサルタンツ（株） ●（株）北海工営社 ●三井住友建設（株）

電気電子工学専攻

●伊藤超短波（株） ●日鉄鉱業（株） ●北海道旅客鉄道（株）

●（株）NF回路設計ブロック ●日本ケミコン（株） ●三菱電機エンジニアリング（株）

●サンデンホールディングス（株） ●日本電産（株） ●（株）明電舎

●電源開発（株） ●（株）富士通エフサス ●（株）ユタカ技研

●トヨタ自動車（株） ●北海道電力（株） ●リコーＩＴソリューションズ（株）

●日星電気（株） ●北海道パワーエンジニアリング（株）

情報システム工学専攻

●（株）アイエンター ●京セラコミュニケーションシステム（株） ●（株）メイテック

●アイフォーカス・ネットワーク（株） ●（株）ジャパンテクニカルソフトウェア

●（株）エグゼクション ●ほくでん情報テクノロジー（株）

平成28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）アイエンター ●サンマルコ食品（株） ●日本ハム北海道ファクトリー（株）

●イオン北海道（株） ●シンフォニアテクノロジー（株） ●ホクレン肥料（株）

●（株）エイチ・アイ・ディ ●セントスタッフ（株） ●前田道路（株）

●オー・ジー（株） ●（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社 ●（株）モリタン

●極東製薬工業（株） ●常呂町農業協同組合

●（株）岐阜セラツク製造所 ●ニプロ（株）

マテリアル工学専攻

●（株）アルプス技研 ●凸版印刷（株） ●（株）ハイレックスコーポレーション

●北ガスジープレックス（株） ●日新製鋼（株） ●大和エネルギー（株）

●九州電子（株） ●日本ケミコン（株）

●月島テクノメンテサービス（株） ●日本原燃（株）


