
機械工学科

●(株)アルティア ●(株)タカキタ ●日本クロージャー(株)

●アルプスアルパイン(株) ●竹田設計工業(株) ●日本ケミコン(株)

●いすゞ自動車(株) ●中設エンジ(株) ●日野自動車(株)

●(株)エスイーシー ●TPR(株) ●ホクレン農業協同組合連合会

●小木曽工業(株) ●ドゥウェル(株) ●北海道警察

●(株)カイジョー ●東芝プラントシステム(株) ●北海道パワーエンジニアリング(株)

●釜屋電機(株) ●トーカロ(株) ●ボッシュ(株)

●KYB(株) ●トヨタ自動車北海道(株) ●三井E&S造船(株)

●(株)ケーヒン ●(株)トリニティ・ドゥ ●三菱自動車エンジニアリング(株)

●三機工業(株) ●(株)楢崎製作所 ●三菱自動車工業(株)

●(株)Zooops Japan ●西田鉄工(株) ●ミヤマ工業(株)

●住友重機械工業(株) ●(株)NICHIJO ●山崎製パン(株)

●第一精工(株) ●日産車体(株) ●(株)リケン

●(株)TAIYO ●日東電工(株) ●レンゴー(株)

社会環境工学科

●旭川市役所 ●国土交通省北海道開発局 ●(株)日本線路技術

●アルスマエヤ(株) ●五洋建設(株) ●(株)ニュージェック

●岩倉建設(株) ●ジット株式会社 ●(株)早水組

●(株)エース ●島乃香(株) ●(株)ふたば

●小川工業(株) ●清水建設(株) ●(株)豊水設計

●(株)奥村組 ●大日本コンサルタント(株) ●(株)北杜設計

●小野田ケミコ(株) ●たつの市役所 ●北海道キング設計(株)

●(株)開発工営社 ●中央コンサルタンツ(株) ●前田建設工業(株)

●上富良野町役場 ●寺下建設(株) ●丸亀市役所

●(株)キタコン ●東洋建設(株) ●水元建設(株)

●北見市役所 ●戸田建設(株) ●水戸市役所

●興亜開発(株) ●中日本ハイウェイ・メンテナンス東名(株) ●(公財)山形県建設技術センター

●(株)構研エンジニアリング ●名古屋市役所 ●ライト工業(株)

●甲府市役所 ●西松建設(株)

令和元年度　学部卒業者　就職先一覧



電気電子工学科

●(株)アルトナー ●(株)星光社 ●(株)VSN

●(株)エィ・ダブリュ・ソフトウェア ●ゼネラルエンジニアリング(株) ●富士古河E&C(株)

●エヌ・ティ・ティ・システム開発(株) ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●(株)朋電舎

●NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞ ●(株)大気社 ●北陸電気工事(株)

●(株)NTTファシリティーズグループ ●武ダ技建創(株) ●北海道庁

●小樽市役所 ●(株)タマディック ●北海道総合通信網(株)

●(株)関電工 ●(株)つうけん ●三菱電機エンジニアリング(株)

●キオクシアシステムズ(株) ●(株)つうけんアドバンスシステムズ ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●(株)北弘電社 ●(株)電制 ●三菱電機プラントエンジニアリング(株)

●(株)ケーヒン ●東芝プラントシステム(株) ●(株)メイテック

●(株)光和設計 ●トヨタ自動車(株) ●明電システムソリューション(株)

●三機工業(株) ●(株)ニイガタマシンテクノ ●大和ハウス工業(株)

●(株)サンテック ●日本コムシス(株) ●横井電気(株)

●(株)GSI ●(株)ネクスコ・エンジニアリング北海道 ●よつ葉乳業(株)

●(株)ＧＳユアサ ●(株)日立パワーソリューションズ

●JARDINS des FLEURS ●ヒロセ電機(株)

情報システム工学科

●アイシン・ソフトウェア(株) ●釧路市役所 ●(株)日情システムソリューションズ

●アクサス(株) ●(株)CIJ ●日本プロセス(株)

●アマゾンウェブサービスジャパン(株) ●G&Uシステムサービス(株) ●(株)ビジュアルリサーチ

●(株)アルトナー ●(株)シーエスアイ ●(株)ビッツ

●(株)エクスプローラ ●株式会社ジモティー ●日野自動車(株)

●SOC(株) ●(株)ジャパンテクニカルソフトウェア ●(株)VSN

●(株)NTTデータMSE ●(株)Zooops Japan ●(株)ベガスベガス

●(株)エフシーテクノロジー ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●(株)ホープス

●(株)OKIソフトウェア ●(株)ソルクシーズ ●(株)マースエンジニアリング

●(株)要 ●第一生命情報システム(株) ●(株)ミクロスソフトウェア

●神田通信機(株) ●(株)大都技研 ●山形県警察本部

●北見市役所 ●(株)タカミヤ ●(株)ユニオン

●(株)キャピタル・アセット・プランニング ●チモロ(株) ●(株)ラック

●株式会社キロル ●東芝機械(株) ●リコーITソリューションズ(株)



バイオ環境化学科

●(株)アレフ ●(株)システムサプライ ●前田道路(株)

●岩手県庁 ●新函館農業協同組合 ●宮城製粉(株)

●(株)エステム ●新菱冷熱工業(株) ●(株)明治

●エヌエス環境(株) ●(株)静環検査センター ●(株)モバイルコミュニケーションズ

●釜屋電機(株) ●大陽日酸システムソリューション(株) ●(株)モリタン

●北一食品(株) ●東ソー・クォーツ(株) ●UTテクノロジー(株)

●(株)KSK ●日糧製パン(株) ●リコーITソリューションズ(株)

●栄屋乳業(株) ●ニチロ畜産(株) ●リンテック(株)

●三恭金属(株) ●ニプロ(株)

●サンテクノ(株) ●北海道電力(株)

マテリアル工学科

●(株)アイヴィジョン ●士幌町農業協同組合 ●日本ゴア(株)

●(株)アイエンター ●全国農業協同組合連合会 ●(株)蓬莱

●(株)アウトソーシングテクノロジー ●大平洋金属(株) ●北海道警察

●(株)岩手芝浦電子 ●千葉県警察 ●北海道札幌琴似工業高等学校

●(株)工藤設計 ●(株)つうけんアドバンスシステムズ ●(株)マイスターエンジニアリング

●(株)シー・イー・サービス ●日研トータルソーシング(株) ●モルデック(株)



機械工学専攻

●(株)IHI原動機 ●スタンレー電気(株) ●ボッシュ(株)

●いすゞ自動車(株) ●TPR(株) ●三井E&S造船(株)

●NECディスプレイソリューションズ(株) ●中部電力(株) ●三菱自動車工業(株)

●京セラ(株) ●トーカロ(株) ●三建設備工業(株)

●釧路市役所 ●東京エレクトロングループ ●三菱電機(株)

●(株)ケーヒン ●西田鉄工(株) ●(株)明電舎

●三和工機(株) ●日本クロージャー(株) ●ミネベアミツミ(株)

●(株)ジェイテクト ●日本軽金属(株) ●YKKAP(株)

社会環境工学専攻

●アルゴーシステム(株) ●国立研究開発法人土木研究所 ●パシフィックコンサルタンツ(株)

●岩井建設(株) ●(株)三水コンサルタント ●東日本高速道路(株)

●(株)オリエンタルコンサルタンツ ●(株)竹中土木 ●(株)豊水設計

●(株)大林組 ●(株)西村組 ●北海道庁

●鹿島建設(株) ●日特建設(株) ●堀松建設工業(株)

●(株)加藤建設 ●日本工営(株) ●山形県庁

●国土交通省北海道開発局 ●(株)農土コンサル

電気電子工学専攻

●アルプスアルパイン(株) ●電源開発(株) ●(株)ピーエス三菱

●(株)NTTファシリティーズ中央 ●東京電力ホールディングス(株) ●防衛省北海道防衛局

●清水建設(株) ●東芝エネルギーシステムズ(株) ●北海道ガス(株)

●新川センサテクノロジ(株) ●トヨタ自動車(株) ●北海道電力(株)

●シンフォニアテクノロジー(株) ●日野自動車(株) ●(株)明電舎

●(株)Zooops Japan

情報システム工学専攻

●NSSLCサービス(株) ●(株)ジモティー ●(株)プロフェッショナル・ネットワークス

●NTTテクノクロスサービス(株) ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●ほくでん情報テクノロジー(株)

●(株)NTTファシリティーズ北海道 ●(株)つうけんアドバンスシステムズ ●北海道NSソリューションズ(株)

●神田通信機(株) ●凸版印刷(株) ●三菱電機エンジニアリング(株)

●サミー(株) ●日野自動車(株)

令和元年度　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

●いすゞ自動車(株) ●東京ガスケミカル(株) ●保健科学研究所

●イリソ電子工業(株) ●日亜化学工業(株) ●松田ポンプ製作所(株)

●エビナ電化工業(株) ●ニチコン(株) ●(株)メイテック

●キオクシア(株) ●日本ケミコン(株) ●(株)良品計画

●北見市役所 ●ホクレン農業協同組合連合会 ●和弘食品(株)

●月島テクノメンテサービス(株)

マテリアル工学専攻

●(株)アドヴィックス ●セントラル硝子(株) ●浜松ホトニクス(株)

●AGCテクノグラス(株) ●(株)ソフトクリエイトホールディングス ●藤倉コンポジット(株)

●エイブリック(株) ●(株)第一岸本臨床検査センター ●ボッシュ(株)

●キオクシア岩手(株) ●(株)ダイナックス ●丸玉木材(株)

●品川リフラクトリーズ(株) ●大平洋製鋼(株) ●(株)村上開明堂

●シナノケンシ(株) ●中部電力(株) ●(株)明電舎

●ジヤトコ(株) ●日鉄日新製鋼(株) ●(株)リーダー

●新日本理化(株) ●日本ケミコン(株) ●リンテック(株)

北海道ガス(株)

北海道電力(株)

(株)明電舎

情報システム工学専攻

NSSLCサービス(株)


