
学部

建築社会基盤系学科 機械航空創造系学科 応用理化学系学科
㈱アーネストワン DOWAホールディングス㈱ ㈱NTTファシリティーズ北海道

㈱安藤・間 ㈱ＪＡＬエンジニアリング ㈱アウトソーシングテクノロジー
岩田地崎建設㈱ ㈱ＪＦＥスチール　東日本製鉄所 ㈱アシスト北海道
㈱大林組 愛知技研㈱ ㈱アルプス技研
オリエンタル白石㈱ 旭イノベックス㈱ ㈱エンパイア―　
鹿島建設㈱ アルプス電気㈱ 極東高分子㈱
(認特非)カタリバ・女川向学館 アルプス電気マレーシア ㈱シミュラティオ
共立建設㈱ いすゞ自動車㈱ ㈱セコマ
㈱熊谷組 一関ヒロセ電機㈱ 第一工業㈱
(一社)建設物価調査会 宇宙技術開発㈱ ㈱タハラ

こぶし建設㈱ ㈱ＡＩＲＤＯ ㈱丹波屋

五洋建設㈱ ㈱エイチ・アイ・ディ ㈱つうけん
佐藤工業㈱ ㈱エコテック ㈱ドン・キホーテ
㈱シビテック ㈱大泉製作所 ㈱奈良機械製作所
清水建設㈱ 川重岐阜エンジニアリング㈱ ナラサキスタックス㈱
㈱シン技術コンサル クアーズテック㈱ 日糧製パン㈱
㈱新和 栗林機工㈱ ニプロ㈱
㈱錢高組 コベルコ建機㈱ 日本衛生㈱
㈱大進建設 ㈱ササキコーポレーション 日本ケミコン㈱
大成建設㈱ 三建設備工業㈱ 日本原燃㈱
大和ハウス工業㈱ サンデンホールディングス㈱ 日本自動車連盟
㈱竹中工務店 ㈱シーヴィテック北海道 日本バイリーン㈱
㈱竹中土木 ㈱シークス プライフーズ㈱
中央コンサルタンツ㈱ 新日本電工㈱ 北清企業㈱
㈱土屋ホーム 新菱冷熱㈱ ホクレン(農協連)
鉄建建設㈱ スズキ㈱ 北海道NSソリューションズ㈱
東急建設㈱ ㈱ｽﾏｰﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 北海道エナジティック㈱
東洋建設㈱ 千住金属工業㈱ 北海道電力㈱
㈱ドーコン ㈱ダイテックス 三菱電機プラントエンジニアリング㈱

飛島建設㈱ 太平電業㈱ ㈱明電舎
㈱中山組 ㈱タカキタ ㈱モノリス
西松建設㈱ 高砂熱学工業㈱ ㈱モリタン
㈱西村組 ㈱タマディック ㈱もりもと
日特建設㈱ 中央エンジニアリング㈱ ㈱モロオ
日本仮設㈱ 中央精機㈱ 山崎製パン㈱
㈱ピーエス三菱 中菱エンジニアリング㈱ よつ葉乳業㈱
東日本旅客鉄道㈱ 月島機械㈱ レブニーズ㈱
㈱フジタ ㈱寺田ポンプ製作所 レンゴー㈱
㈱復建技術コンサルタント ㈱デンソー北海道 防衛省・陸上自衛隊
㈱平成建設 東北パイオニア㈱ 北海道庁
北海道空港㈱ ㈱トラストテック 室蘭市役所（消防本部）
北海道セキスイハイム㈱ 西田鉄工㈱ 伊達市役所
北海道電力㈱ 日経パネルシステム㈱ 喜茂別町役場
北海道土木設計㈱ 日鉄住金テックスエンジ㈱ 中空知広域水道企業団

北海道旅客鉄道㈱ 日本貨物鉄道㈱ 微生物所

前田建設工業㈱ 日本航空電子工業㈱

三井住友建設㈱ 富士精螺㈱
八千代エンジニヤリング㈱ 不二輸送機工業㈱
㈱横浜コンサルティングセンター 文化シヤッター㈱
国土交通省北海道開発局 ホクレン(農協連)
国土交通省中部地方整備局 北海道電力㈱
北海道庁 北海道旅客鉄道㈱
東京都庁 三菱電機ビルテクノサービス㈱
石狩市役所 ミツミ電機㈱
大府市役所 ミハル通信㈱
帯広市役所 ㈱メイテック
札幌市役所 矢作産業㈱
伊達市役所 よつ葉乳業㈱

㈱リケン
㈱菱友システムズ
リンテック㈱
ローム㈱
㈱ロワジールホテルズ沖縄
経済産業省一般職
防衛省一般職
北海道庁
東京消防庁
帯広市役所
札幌市役所
徳島市役所
(独)鉄道運輸機構
自営業



学部 夜間主

情報電子工学系学科 機械航空創造系学科 情報電子工学系学科
㈱ＧＳユアサ NOK㈱ ㈱アイネス
㈱ＨＢＡ 沖電気工業㈱ 旭川計量機㈱
㈱Ｉ・TECソリューションズ コベルコ建機㈱ アンリツエンジニアリング㈱
㈱ＮＴＴデータＭＳＥ ㈱スガテック ㈱エコテック
㈱OEC 大成建設㈱ ㈱ジャパンテクニカルソフトウェア
㈱ＯＳＴ札幌 飛島建設㈱ セントラルソフト㈱
㈱ＰＦＵ ㈱日本製鋼所　室蘭事業所 ダイアモンドヘッド㈱
PFU北海道㈱ 函館どつく㈱ ㈱通電技術
ＳＯＣ㈱ ㈱ベンチャーウイスキー 名古屋電機工業㈱
㈱アイエイアイ(IAI) 北海道パワーエンジニアリング㈱ 南条装備工業㈱
アクセンチュア㈱ 盛岡セイコー工業㈱ 富士通エフサスシステムズ㈱
㈱アスパーク ㈱ヤブシタ 北海道ＮＳソリューションズ㈱
㈱アドウェイズ ㈱ワーカム 北海道電力㈱
アベテック㈱ 札幌市役所 三菱電機ビルテクノサービス㈱
㈱アルファシステムズ 羊蹄山麓消防組合 三菱電機プラントエンジニアリング㈱

アルプス・マレーシア

㈱アルプス技研
インクリメントＰ㈱
㈱インテック
インフォテクノ㈱
㈱ウイン・コンサル
ウイングアーク１ｓｔ㈱
㈱エイチ・アイ・ディ
㈱エイチ・エル・シー
㈱エスイーシー
㈱エヌ・ティ・ティ　エムイー
沖電気工業㈱
神田通信機㈱
京セミ㈱
クオリサイトテクノロジーズ㈱
合同容器㈱
札幌テレビ放送㈱
㈱札幌ネクシス
㈱三五
㈱シークス
㈱システム・ケイ
㈱ジャパンテクニカルソフトウエア
㈱陣上グループ管理センター
セントラルソフト㈱
セントラルリーシングシステム㈱
ソニー㈱
㈱ソフトクリエイトホールディングス
㈱ソフトコム
第一精工㈱
第一鉄鋼㈱
大学(生協)連合会 北海道事業連合

タカヤ㈱
㈱つうけんアドバンスシステムズ
㈱積木製作
㈱デザインネットワーク
㈱電制
ドゥウェル㈱
東光電気工事(株)
東洋紡エンジニアリング㈱
苫小牧信用金庫
㈱トランスコスモス・テクノロジーズ
㈱楢崎製作所
日精㈱
日鉄住金テックスエンジ㈱
ニプロ㈱
日本アイビーエム･ソリューション･サービス㈱

日本製紙㈱
日本発条㈱
㈱早水組
㈱日立産業制御ソリューションズ
弘前航空電子㈱
富士電機機器制御㈱
ホクサン㈱
ほくでんサービス㈱
ほくでん情報テクノロジー㈱
北洋システム開発㈱
北海電気工事㈱
北海道ＮＳソリューションズ㈱
㈱北海道ジェイ･アール･システム開発

㈱北海道新聞社
(一財)北海道電気保安協会
北海道電力㈱
北海道旅客鉄道㈱
ミツミ電機㈱
室蘭信用金庫
㈱メイテック
㈱モノリス
㈱モビテック
紋別バイオマス発電㈱
矢崎総業㈱
よつば乳業㈱
北海道庁
札幌市役所
登別市役所
北海道旭川工業高等学校
北海道釧路北陽高等学校
北海道札幌白石高等学校
北海道富良野高等学校



大学院

環境創生工学系専攻 生産システム工学系専攻 情報電子工学系専攻
DIC㈱ ＡＶＣテクノロジー㈱ ＡＶＣテクノロジー㈱

DR.C医薬㈱ DMG森精機㈱ ㈱ＤＮＰ情報システム
JFEエンジニアリング㈱ ＤＯＷＡホールディングス㈱ ＤＯＷＡホールディングス㈱
JNC㈱ ㈱IHI ＮＥＣソリューションイノベータ㈱
JX金属㈱ JFEエンジニアリング㈱ ＮＥＣソリューションイノベータ㈱
㈱NTTファシリティーズ北海道 JFEプラントエンジ㈱ ＮＴＴコムウェア㈱
㈱アルビオン ＮＥＣネットワークセンサー㈱ ㈱ＮＴＴデータＭＳＥ
㈱安藤・間 NOK㈱ ㈱ＮＴＴデータ北海道
岩井機械工業㈱ アイシン高丘㈱ アイコム㈱
王子不動産㈱ 旭川計量器㈱ ㈱アイティ･イット
㈱大林組 ㈱アマダホールディングス ㈱アルファシステムズ
カイゲンファーマ㈱ アルプス電気㈱ エヌ・ティ・ティシステム開発㈱
鹿島建設㈱ いすゞ自動車㈱ ㈱大林組
協同油脂㈱ 海順貿易㈱ ㈱川本製作所
極東高分子㈱ ㈱エイ・エス・アイ総研 神田通信機㈱
㈱近代設計 王子エフテックス㈱ ギガフォトン㈱
山九㈱ ㈱荻窪金型製作所 ㈱北弘電社
清水建設㈱技術研究所 カルソニックカンセイ㈱ クオリサイトテクノロジーズ㈱
シミックCMO㈱ 川重岐阜エンジニアリング㈱ 五洋建設㈱
シミックファーマサイエンス㈱ 釧路孝仁会病院 ㈱札幌ネクシス
大日精化工業㈱ ㈱クボタ シャープ㈱
高野ランドスケーププランニング㈱ ㈱栗本鐵工所 伸和コントロールズ㈱
月島環境エンジニアリング㈱ 山九㈱ ㈱ソフトウェア・サイエンス
㈱データベース 三進工業㈱ 第一精工㈱
㈱テクノプロ シグマトロン㈱ 第一鉄鋼㈱
東亜グラウト工業㈱ ㈱システムリサーチ ㈱大昌電子
東光薬品㈱ 新日鉄住金㈱ 太陽誘電モバイルテクノロジー㈱
㈱巴商会 ㈱スガテック ㈱長大
日研トータルソーシング㈱ セイコーエプソン㈱ ㈱テクノラボ
日鉄住金テックスエンジ㈱ 千住金属㈱ 電源開発㈱
㈱ニプロ 全日本空輸㈱ 東京電力ホールディングス㈱
日本海事検定協会 第一鉄鋼(株) 常盤システムエンジニアリング㈱
日本ケミコン㈱ ㈱ダイナックス 日鉄住金テックスエンジ㈱
日本曹達㈱ 太平電業㈱ 日本アイビーエム･ソリューション･サービス㈱

㈱浜銀総合研究所 太陽誘電モバイルテクノロジー㈱ 日本クロージャー㈱
東日本高速道路㈱ 大和ハウス工業㈱ 日本ケミコン㈱
㈱日立建設設計 ㈱タムロン 日本信号㈱
藤原製麺㈱ 月島機械㈱ 日本無線㈱
北電総合設計㈱ ㈱デンソー北海道 ハイテクシステム㈱
ホクレン(農協連) 東洋農機㈱ パナソニックＩＴＳ㈱
北海道エアウォーター㈱ トーカロ㈱ 日立オートモティブシステムズ㈱
北海道ガス㈱ ㈱巴商会 ファナック㈱
堀尾浩建築設計事務所 トヨタ自動車北海道㈱ ㈱富士通エフサス
三井住友建設㈱ ㈱楢崎製作所 ㈱朋栄
四日市合成㈱ 日鉄住金セメント㈱ 北海道セキスイハイム工業㈱
国土交通省北海道開発局 ㈱日本除雪機製作所 北海道電力㈱
防衛省・自衛隊 ㈱日本製鋼所 北海道旅客鉄道㈱
北海道庁 日本製紙㈱ 本田技研工業㈱
東京都庁 日本鋳鉄管㈱ 三菱電機㈱
札幌市役所 日本発条㈱ 三菱電機エンジニアリング㈱

日本飛行機 ミネベア㈱

パナソニック㈱ ㈱メイテック
日立産機システム㈱ ㈱明電エンジニアリング
日立造船㈱ ㈱メガチップス
㈱日立ニコトランスミッション ㈱山本製作所
㈱日立パワーソリューションズ 吉野石膏㈱
ファナック㈱ 防衛省・陸上自衛隊一般幹部候補生

富士電機㈱ 警察庁 北海道警察情報通信部
北海道(漁連) 北海道警察
北海道住電精密㈱ 北海道余市紅志高等学校
北海道電力㈱ (独) 国立高等専門学校機構 釧路工業高等専門学校

北海道旅客鉄道㈱
㈱牧野フライス製作所
㈱マテック
ミツミ電機㈱
㈱ムトウ
㈱守谷商会
㈱モルテン
㈱ヤブシタ
㈱ユー・エス・イー
㈱菱友システムズ
国土交通省北海道開発局

（旧）建築社会基盤系専攻
旭川市役所
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