
機械工学科

●(株)IAI ●伸和コントロールズ(株) ●日本ニューホランド(株)

●(株)IHIアグリテック ●第一精工(株) ●(株)ビッツ

●(株)アルティア ●(株)TAIYO ●フジテック(株)

●アルパイン(株) ●(株)タカキタ ●(株)不二家

●(株)アルファ水工コンサルタンツ ●竹田設計工業(株) ●(株)ホクエイ

●いすゞ自動車(株) ●TPR(株) ●北興化工機(株)

●一関ヒロセ電機(株) ●(株)東海理化 ●(株)ホンダカーズ札幌中央

●オージー技研(株) ●東海旅客鉄道(株) ●三井金属鉱業(株)

●(株)カイジョー ●東京急行電鉄(株) ●三菱自動車工業(株)

●KYB(株) ●東芝プラントシステム(株) ●三菱自動車エンジニアリング(株)

●国土交通省北海道開発局 ●西田鉄工(株) ●(株)三宅製作所

●特別養護老人ホームごぼうの郷 ●(株)NICHIJO ●ミヤマ工業(株)

●(株)桜井製作所 ●日東電工(株) ●(株)山形共和電業 

●JFEスチール(株) ●日本ケミコン(株)

社会環境工学科

●(株)ミルコン ●神田通信機(株) ●苫小牧市役所

●青森県庁 ●北見市役所 ●西松建設(株)

●旭川市役所 ●(株)構研エンジニアリング ●日本工営(株)

●足立区役所 ●国土交通省関東地方整備局 ●(株)橋本川島コーポレーション

●(株)アルファ水工コンサルタンツ ●国土交通省北陸地方整備局 ●八戸市役所

●勇建設(株) ●国土交通省北海道開発局 ●(株)林工組

●いであ(株) ●五洋建設(株) ●深田サルベージ建設(株)

●磐田市役所 ●さいたま市役所 ●富士市役所

●岩手県庁 ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●北陽建設(株)

●岩見沢市役所 ●茅ヶ崎市役所 ●ホクレン農業協同組合連合会

●(株)大林組 ●天塩町役場 ●(一財)北海道建設技術センター

●小樽市役所 ●東京技工(株) ●(株)本間組

●小野田ケミコ(株) ●東洋建設(株) ●前田建設工業(株)

●帯広市役所 ●(株)ドーコン ●宮坂建設工業(株)

●鹿島建設(株) ●ドーピー建設工業(株) ●(株)吉田産業

●川田工業(株) ●戸田建設(株)

平成30年度　学部卒業者　就職先一覧



電気電子工学科

●青木あすなろ建設(株) ●(株)テクノプロ・デザイン社 ●ファナック(株)

●エヌ･ティ･ティ･システム開発(株) ●(株)電制 ●(株)フーレイ

●オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株) ●東京電力ホールディングス(株) ●北海電気工事(株)

●(株)GSI ●東光電気工事(株) ●(株)北海道鑑定

●栗原工業(株) ●東北発電工業(株) ●北海道電力(株)

●KYB(株) ●東洋航空電子(株) ●北海道パワーエンジニアリング(株)

●シチズン・システムズ(株) ●日本空調サービス(株) ●(株)ホンダテクノフォート

●(株)進学会 ●日本電設工業(株) ●丸玉木材(株)

●ダイダン(株) ●日本トータルシステム(株) ●(株)モリタン

●大同電設(株) ●(株)ネクスコ・エンジニアリング北海道 ●安田工業(株)

●(株)つうけん ●(株)ハイマックス ●(株)ヨドバシカメラ

●(株)つうけんアドバンスシステムズ ●日立交通テクノロジー(株)

情報システム工学科

●(株)アースリンク ●遠軽町役場 ●日興ソフトウェア(株)

●アイシン・エィ・ダブリュ(株) ●(株)要 ●(株)ビッツ

●(株)あさひ ●(株)北見コンピューター・ビジネス ●(株)VSN

●(株)アプリケーションスペース ●北見市役所 ●(株)ホープス

●(株)アルトナー ●共和コンクリート工業(株) ●ほくでん情報テクノロジー(株)

●いすゞ自動車(株) ●小松開発工業(株) ●北海道北見バス(株)

●EIZO(株) ●(株)ジャパンテクニカルソフトウェア ●(株)北海道キューブシステム

●(株)エイチアイディ ●(株)Zooops Japan ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●(株)NECソリューションイノベータ ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●三菱ＵＦＪトラストシステム(株)

●(株)NTTデータ北海道 ●(株)つうけん ●ヤマザキマザック(株)

●NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞ ●凸版印刷(株) ●(株)ユードム

●(株)NTTファシリティーズ東北 ●トヨタ情報システム愛知(株) ●リコーITソリューションズ(株)

●エブリ(株) ●長野県警察



バイオ環境化学科

●(株)イワキ ●(株)太平エンジニアリング ●ホシザキ北海道(株)

●(株)オートサーバー ●(株)タクマ ●北海道曹達(株)

●(株)菊水 ●中設エンジ(株) ●北海道庁

●(株)希松 ●ニプロ(株) ●北海道糖業(株)

●三機工業(株) ●(株)VSN ●前田道路(株)

●三洋製紙(株) ●(株)ホクエイ ●山一電機(株)

●(株)庄司農場 ●ホクサン(株) ●(株)吉野工業所

●(株)セプト

マテリアル工学科

●荒井建設(株) ●(株)シーボン ●日本耐酸壜工業(株)

●池田町役場 ●積水化学北海道(株) ●北海道エア・ウォーター(株)

●(株)イシダスポーツ ●(株)ゼンショーホールディングス ●北海道警察

●北見市役所 ●東芝メモリ(株) ●宮古市役所

●(株)岐阜造園 ●日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株) ●(株)メイテック

●クラレプラスチックス(株) ●日本原燃(株) ●(株)ワノテックジャパン



機械工学専攻

●会津オリンパス(株) ●(株)ダイナックス ●日野自動車(株)

●いすゞ自動車(株) ●ダイハツ工業(株) ●三井E&S造船(株)

●釜屋電機(株) ●(株)デンソー ●ミネベアミツミ(株)

●(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構 ●トーカロ(株) ●レンゴー(株)

●(株)コーンズ・エージー ●西田鉄工(株) ●(株)ワーカム北海道

●(株)ジェイテクト ●ニプロ(株)

社会環境工学専攻

●(株)IHIインフラシステム ●太平洋セメント(株) ●パシフィックコンサルタンツ(株)

●基礎地盤コンサルタンツ(株) ●(株)長大 ●東日本高速道路(株)

●国土交通省北海道開発局 ●鉄建建設(株) ●(一社)北海道開発技術センター

●三和工業(株) ●(独法)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ●明治コンサルタント(株)

●(株)ジオテック ●東洋建設(株) ●山形県庁

●清水建設(株)

電気電子工学専攻

●(株)衛生センター ●(株)DMM.com OVERRIDE ●富士電機(株)

●新光電子(株) ●トヨタ自動車(株) ●北海道ガス(株)

●大王製紙(株) ●トヨタ自動車北海道(株) ●三菱電機インフォメーションネットワーク(株)

●(株)タカキタ ●(株)日立ケーイーシステムズ ●(株)明電舎

●中部電力(株) ●(株)日立ソリューションズ

情報システム工学専攻

●(株)アイエンター ●ダイヤモンドヘッド(株) ●(株)電制

●ヴァニラウェア(有) ●WDB工学(株) ●日本オートマチックマシン(株)

●(株)OKIソフトウェア ●(独法)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ●北海道総合通信網(株)

●セイコーエプソン(株) ●(株)DNP情報システム ●リコーITソリューションズ(株)

平成30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

●コニカミノルタケミカル(株) ●ニッタ化工品(株) ●ホクレン農業協同組合連合会

●(株)ダイナックス ●ニプロ(株) ●前田道路(株)

●(株)太平エンジニアリング ●日本原燃分析(株) ●よつ葉乳業(株)

●田中貴金属グループ ●日本製薬工業(株) ●リファインホールディングス(株)

●(株)ドコモCS関西

マテリアル工学専攻

●秋津道路(株) ●国際石油開発帝石(株) ●ヒロセ電機(株)

●アルプス電気(株) ●ジヤトコ(株) ●ボッシュ(株)

●出光ライオンコンポジット(株) ●(株)東洋クオリティワン ●(株)メイテック

●SEIオプティフロンティア(株) ●日鉄日新製鋼(株) ●大和エネルギー(株)

●(株)カイジョー ●パナソニックスイッチングテクノロジーズ(株) ●(株)ヨコオ

●(株)北見ハッカ通商

(株)日立ケーイーシステムズ

(株)日立ソリューションズ

富士電機(株)

北海道ガス(株)

三菱電機インフォメーションネットワーク(株)

(株)明電舎

情報システム工学専攻

(株)アイエンター

ヴァニラウェア(有)

(株)OKIソフトウェア

セイコーエプソン(株)

ダイヤモンドヘッド(株)

WDB工学(株)

(独法)鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(株)DNP情報システム


