
平成30年度 企業別就職先一覧

工学部
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

（昼間コース）
札幌市 ＡＮＡラインメンテナンステクニクス アトックス
北海道 ＮＩＣＨＩＪＯ アルトナー
戸田建設 コスモテック テクノプロ・ホールディングス
鹿島建設 シンセメック 室蘭市
フジタ スガテック 登別市
旭川市 テクノプロ・ホールディングス 北海道警察
奥村組 ヤブシタ ＡＩＳ北海道
機械開発北旺 日本原燃 ＩＳＤ
五洋建設 日立プラントサービス ＬＵＬＵＸ
国土交通省北海道開発局 ＤＯＷＡサーモテック ＮＯＳＡＩ道東
清水建設 ＪＦＥエンジニアリング ＮＴＴファシリティーズ北海道
大和ハウス工業 ＪＦＥプラントエンジ アース環境サービス
豊栄建設 ＪＦＥ条鋼 アウトインサービス
ＭＩＮＡＭＩＮＡ ＪＲＣエンジニアリング アルプス技研
こぶし建設 アイシン北海道 イーエス総合研究所
ズコーシャ アマダホールディングス イオン北海道
ドーコン アルプスカンパニー コスモス薬品
ネクスコ東日本 シークス コタニ
伊達市 スズキ ジェイデバイス
開発工営社 ダイナックス シン技術コンサル
丸彦渡辺建設 タマテック ソフトウェア札幌
岩田地崎建設 デンソーテクノ ダイナックス
宮坂建設 デンソー北海道 つうけん
熊谷組 トヨタ自動車北海道 テツゲン
恵庭市 パナソニックＩＴＳ デリブ
荒井建設 マックス トラスト・テック
国土交通省関東地方整備局 みちのくプロレス ナシオ
須藤建設 メイテック ニプロ
盛永組 ヨシモトアグリ ノーステクノロジー
西遠建設 荻窪金型製作所 パナソニックエイジフリー
前田建設工業 海上保安庁 パナソニックシステムソリューションズジャパン

太平エンジニアリング 岩田地崎建設 プライフーズ
大成建設 古河機械金属 ホーマックニコット
大林組 国土交通省北海道開発局 ホクレン農業協同組合連合会
竹中工務店 佐藤工業 ミネベアミツミ
中央コンサルタント 札幌ボデー工業 羽二重豆腐
中山組 札幌市 環境リサーチ
朝日工業 守谷商会 岩手県
登別市 川重岐阜エンジニアリング 京セラドキュメントソリューションズ
東亜建設工業 太平エンジニアリング 極東高分子
東海旅客鉄道 太陽誘電モバイルテクノロジー 神崎高級工機製作所
東急建設 大豊工業 大和冷機工業
東芝プラントシステム 中央エンジニアリング 東芝メモリ岩手
東洋建設 凸版印刷 東邦電子
日水コン 日軽松尾 日本高圧コンクリート
日専連旭川 日鉄住金テックスエンジ 日本甜菜製糖
函館市 日本設備工業 日立金属工具鋼
武部建設 日本発条 北海道エアウォーター
北海道警察 豊臣機工 北海道ガス
北海道旅客鉄道 北ガスジープレックス 北海道室蘭大谷高等学校
北見市 北海道 矢崎総業株
北広島市 北海道パワーエンジニアリング 鈴木東建
北電総合設計 北興化工機 六花亭製菓

野村不動産パートナーズ 本田農機工業

淺沼組



情報電子工学系学科（1） 情報電子工学系学科（2） 機械航空創造系学科
（夜間主コース）

北海道電力 マースエンジニアリング テクノプロ・ホールディングス
サンディスク マイクロアド ＡＩＳ北海道
ソフトコム メイテック テツゲン
北海道ＮＳソリューションズ モビテック ドーコン
ＰＦＵ北海道 ヤスダファインテ トランスコスモス
ＴＩＳ北海道 よつ葉乳業 三和工機
ＷＤＢ工学 遠軽町 大岡技研
クオリサイトテクノロジーズ 宮川製作所 東京計器
コア北海道カンパニー 京セミ 東洋紡エンジニアリング
スズキ 経済産業省　北海道経済産業局 楢崎製作所
つうけん 戸田建設 淺田鉄工

パーソルＡＶＣテクノロジー 光和技研
リコーＩＴソリューションズ 江差高等学校
日鉄住金テックスエンジ 国土交通省　北海道開発局
日本アイビー・エム・ソリューション・サービス 佐竹電機
（宗）大山ねずの命神示教会 札幌ネクシス 情報電子工学系学科
ＡＩＳ北海道 札幌市 （夜間主コース）
Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 三菱電機 セントラルソフト
ＮＴＴデータ北海道 山九 アートコーポレーション
ＮＴＴ東日本グループ会社 室蘭市 つうけん
アジェンダ 室蘭養護学校 テクノ・セブン
アットマークテクノ 秀学ゼミ テクノプロ・ホールディングス
アドニス 新千歳空港ターミナルビルディング ホープス
アルトナー 新電機製作所 ユー・エス・イー
アルファシステムズ 陣上工業 ランド・ラボ
アルプス・マレーシア 清川メッキ工業 東光電気工事
イーアールアイ 精電舎電子工業 北海道ＮＳソリューションズ
インフォコム 太陽誘電（Ｓａｒａｗａｋ） 北海道警察
ウイン・コンサル 第一鉄鋼 明電エンジニアリング

エイ・ダブリュ・ソフトウェア 中央システム
エイチ・アイ・ディ 津軽信用金庫
エクサネットＨＡＬ 土谷特殊農機具製作所
エコス北栄 東京電力ホールディングス
クレスコ 日新製鋼
クレスソフト 日本製鋼所
コニカミノルタ　ビジネスソリューションズ 日本電設工業
シーエスアイ 日本郵便
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 日立社会情報サービス
ジョンソンコントロールズ 富士通エフサス
スタンレー電気 扶桑電通
ステップ 朋栄
スマート・ソリューション・テクノロジー 北海道ガス
ソフトウェア・サイエンス 北海道テレビ放送
ソフトクリエイトホールディングス 北海道電気保安協会
ダイアモンドヘッド 北海道日立システムズ
ダイナックス 北都システム
タツモ 和歌山県農協電算センター

つうけんアドバンスシステムズ
つがる市
テクノフェイス
テクノプロ・ホールディングス
テクノラボ
トヨタ自動車北海道
トランスコスモス
ネットフォース
ネットワンシステムズ
バーナードソフト
ホクレン農業協同組合連合会



大学院博士前期課程
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

三機工業 ＮＯＫ シャープ
ＮＴＴファシリティーズ北海道 パナソニックＩＴＳ ソフトクリエイトホールディングス
ニプロ ＤＯＷＡホールディングス パナソニックＩＴＳ
大建設計 ＩＨＩ 東芝デバイス＆ストレージ
ＪＮＣ ＫＹＢ 朋栄
ＮＯＫ デンソー北海道 ＤＮＰデジタルソリューションズ
アイビス高島 ミネベアミツミ ＧＳユアサ
アジア航測 月島機械 ＮＴＴデータＭＳＥ
アルトナー 日本製鋼所 ＶＳＮ
イーエス総合研究所 ＡＳＣｅ(アスク) アサヒファシリティズ
エイジェック  ＡＴＡキャスティングテクノロジージャパン アットマークテクノ
オリエンタル白石 ＪＦＥエンジニアリング アルプスカンパニー
オルガノ ＪＦＥプラントエンジ いすゞ自動車
コスモエネルギーホールディングス ＳＵＢＡＲＵ エヌディーキューブ
シミックファーマサイエンス アルティア シグマトロン
シン技術コンサル アルプスカンパニー ジャパンテクニカルソフトウェア
ダイヤコンサルタント アレフ セイコーエプソン
タマ化学工業 イワフジ工業 ソーラーフロンティア
チトセ浜理薬品 インターステラ―テクノロジー ダイアモンドヘッド
テクノプロ・ホールディングス クボタ チームラボ
ナトコ コガネイ テクノラボ
ホクサン サッポロビール ドコモＣＳ北海道
ホクレンくみあい飼料  サンディスク パーソルＡＶＣテクノロジー
教員 シーズ・ラボ ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機
極洋 ジヤトコ フューチャーアーキテクト
月島機械 タダノ ほくでん情報テクノロジー
建設技術研究所 テクノハマ マーストウケンソリューション
五洋建設 トーカロ モバイルファクトリー
高等学校教員（北海道） トヨタ自動車北海道 国税専門官（国家公務員）
国土交通省北海道開発局 ニッカン工業 三菱自動車工業
佐竹化学機械工業 ニプロ 三菱電機エンジニアリング
三井金属鉱業 ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機 新日鐵住金
山九 ヒロセ電機 太陽誘電モバイルテクノロジー
住友金属鉱山シポレックス マツダ 大気社
昭和アルミニウム缶 伊藤製缶工業 電源開発
新日本電工 古河AS 東京電力ホールディングス
太陽石油 三機工業 凸版印刷
大京穴吹建設 三菱電機 内田洋行
大昭和紙工産業 山九 日鉄住金テックスエンジ
大日精化工業 星野楽器 日本甜菜製糖
中央コンサルタント 千住金属工業 日本電気
長大 川崎重工業 日本無線
東西建築サービス 太陽誘電モバイルテクノロジー 日立産業制御ソリューションズ
東洋建設 帯広市 北海道ジェイ・アール・システム開発

藤田建装 第一システムエンジニアリング 北海道総合通信網
日弘ビックス 中日本鋳工 本田技研工業
日神不動産 東洋アルミニウム 明電エンジニアリング

日鉄住金テックスエンジ 道央メタル
日鉄住金環境 日鉄住金テックスエンジ
日本エアリキード 日本ケミコン
日本ケミコン 日本精鉱
日本工営 日本発条
日本高周波工業 日立ニコトランスミッション
日本食品分析センター 日立ハイテクフィールディング
八千代エンジニヤリング 日立建機
飛島建設 日立産業制御ソリューションズ
北海道 菱友システムズ
北海道三井化学 北海道
北海道積水化学 北海道パワーエンジニアリング
北海道電力 北海道旅客鉄道

北斗工機
本田技研工業



大学院博士後期課程（旧専攻は省略）

工学専攻
室蘭工業大学博士研究員
Naresuan University(タイ)助教
ニコン
ポリマープラス
河南理工大学
産業技術大学院大学助教
大阪大学特任研究員
八戸工業大学


