
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）

国土交通省北海道開発局 特殊電極 北ガスジェネックス
札幌市役所 メイテック 岡本興業
三水コンサルタント アウトソーシングテクノロジー ダイナックス
北海道庁 デンソー北海道 東芝メモリ岩手
熊谷組 AIS北海道 北海道警察
中井聖建設 Alps Electric(Malaysia) Sdn Bhd HISホールディングス
戸田建設 ANAベースメンテナンステクニクス JFE条鋼
西松建設 ANA新千歳空港 アース環境サービス
北王コンサルタント Freebit アウトソーシングテクノロジー
北海道セキスイハイム JALエンジニアリング 大川原製作所
アーネストワン JFEプラントエンジ 関西化学機械製作
アクラ建築設計事務所 OCC キッツ
アゴラ造園 Plexus 光生アルミニューム工業
旭川市役所 SASCe(アスク) コガネイ
勇建設 VSN 酒井水産
一条工務店 アイシン北海道 ズコーシャ
伊藤組土建 旭シンクロテック 大昌電子
井上技研 アルプスアルパイン デンソー北海道
岩田地崎建設 いすゞ自動車 東京コンピュータサービス
内池建設 岩手製鉄 東芝
ウンノハウス ウメトク 東洋熱工業
愛媛県庁 エジソン トランスコスモス
エルフラット エプソンアトミックス 長沼町役場
奥村組 大林組 ニチロ畜産
オリエンタルコンサルタント 黒崎播磨 ニッセーデリカ
開発工営社 コスモエンジニアリング 日鉄セメント
川田工業 札幌市役所 日鉄テックスエンジ
鹿島建設 サンコー 日本製鉄
北広島市役所 ジェイ・エム・エス 日本衛生
国土交通省 自衛隊 日本血液製剤機構
五洋建設 清水建設 函館市立上湯川小学校
サジェスト スズキ 藤川建設
三機工業 セコム工業 フルテック
スウェーデンハウス 大平洋金属 ホクコク地水
ダイシン設計 大同メタル工業 北海道NSソリューションズ
大成建設 大和千葉製罐 北海道エア・ウォーター
長大 竹田設計 北海道システム開発
土屋ホーム つうけんアドバンスシステムズ 北海道電気保安協会
東急建設 テクノプロ 北海道電力
苫小牧市役所 テクノプロ・デザイン ミネベアミツミ
内藤ハウス 電源開発 ミルボン
中山組 東海旅客鉄道 室蘭市役所
楢崎製作所 東京モノレール モリタン
日鉄テックスエンジ 東芝キヤリア 森村ケミカル
日本アイビーエム・ソリューション・サービス 日新電子工業 ユニシス
日本ステージ 日通商事 理科研
橋本組 日鉄セメント リクルートR&Dスタッフィング
東日本高速道路 日鉄テックスエンジ リケン
フージャースホールディングス 日本気象協会 菱電エレベータ施設
フジタ 日本航空電子工業 リンテック
復建技術コンサルタント パーソルAVCテクノロジー ロンシール工業
ほくでんエコエナジー ピー・シー・エー ワンブリッジ
北海道警察 日立産業制御ソリューションズ
北海道電力 日立システムズ
北海道土木設計 日立パワーソリューションズ
北海道労働局 日立プラントコンストラクション
宮坂建設工業 古河機械金属
メイセイエンジニアリング 防衛省地方防衛局

北海道GSユアササービス
北海道旅客鉄道
マイクロンメモリ ジャパン合同会社
マクセル
ミツウマ
三菱化工機
三菱電機システムサービス
ミハル通信
モリ工業
矢作産業
ヤブシタ
ヤマハモーターエンジニアリング

令和元年度　企業別就職先一覧



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
（昼間コース） （夜間主コース） （夜間主コース）

北海道キューブシステム JFEプラントエンジ KSP･EAST
三菱電機プラントエンジニアリング アルティア NECネッツエスアイ
メイテック 九州林産 アウトソーシングテクノロジー
VSN 酒井重工業 青森県立高等学校
アウトソーシングテクノロジー シスメックス 一関ヒロセ電機
ソフトクリエイトホールディングス 新明工業 オートサーバー
ダイアモンドヘッド スガテック オムロンフィールドエンジニアリング北海道
テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 大気社 京都セミコンダクター
北海道ＮＳソリューションズ 月島機械 栗原工業
北海道電力 東洋電装 スクールプルミエ
DNP情報システム モルデック ソフトウエア札幌
iD 大気社
ISD 中国電力
ISIDインターテクノロジー テクノラボ
JSR 電制
NTTデータMSE トプコン山形
NTT東日本 北陸コンピュータ・サービス
NTT東日本‐北海道 マツキ
NTT東日本グループ会社 三菱電機グループ メルコ・パワー・システムズ
NTTファシリティーズ北海道 メイテック
OEC
PFU北海道
SCSK北海道
SOC
アジェンダ
アフェクト
アルトナー
アルパイン・マレーシア
アルファシステムズ
ウェルネット
エイ・ダブリュ・ソフトウェア
エイチ・アイ・ディ
エコス北栄
沖電気工業
科学情報システムズ
キットアライブ
きんでん
栗原工業
経済産業省
弘栄電気
コベルコ建機
サイボウズ
札幌市役所
サンテクノ
サンテック
ジャパンテクニカルソフトウェア
新栄クリエイト
新明工業
スズキ
スタンレー電気
ソフトコム
ソリューションファーム
大成建設
第一精工
チェンジ
つうけんアドバンスシステムズ
通電技術
デイリー・インフォメーション北海道
テックスエンジソリューションズ
テックプロジェクトサービス
トーテックアメニティ
東海旅客鉄道
ドコモCS北海道
トラストネットワーク
西澤設備工業
日鉄テックスエンジ
日本電設工業
日本アイビーエム・ソリューション・サービス
ファーストコネクト
フジ・メディア・テクノロジー
ブルームテック
ベルコ
北海道ジェイ・アール・システム開発
北海道電気保安協会
北海道旅客鉄道
前田建設工業
三菱ケミカル
三菱電機エンジニアリング
ミライト
ヤフー



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
八千代エンジニヤリング 荏原製作所 NTTデータMSE
NTTファシリティーズ北海道 ミネベアミツミ ジョンソンコントロールズ
国土交通省北海道開発局 IHI スズキ
ニプロ アルプスアルパイン ソフトクリエイトホールディングス
フジタ 三機工業 パナソニックITS
北電総合設計 セイコーエプソン Gunosy
北海道エア・ウォーター 日本ケミコン JIG-SAW
北海道日建設計 日本製鉄 NHKメディアテクノロジーズ
マイクロンメモリジャパン 日本製鋼所 SUBARU
URリンケージ 本田技研工業 TOA
アース環境サービス ミツトヨ ウイン・コンサル
アトリエブンク AIRDO エア・ウォーター物流
アドバンテック DOWAホールディングス 小田原エンジニアリング
石本建築事務所 NGSアドバンストファイバー 神田通信機
井上技研 NOK キメラ
茨城県庁 アイシン高丘 京三製作所
岩井機械工業 アイベックスエアラインズ 国土交通省北海道開発局
エイト日本技術開発 アムコー・テクノロジー・ジャパン コニカミノルタ
エスイーシー イーグル工業 シーズ・ラボ
応用地質 いすゞ自動車 シャープ
大林組 出光興産 ソフトバンク
オリエンタルコンサルタント 大島造船所 ダイアモンドヘッド
教育施設研究所 川崎岐阜エンジニアリング 月島機械
共同エンジニアリング 川崎重工 デイシス
幌清 キオクシア テクノラボ
コクサク 高等学校教員 電源開発
さくら構造 シーヴイテック北海道 東京ガスｉネット
ジェイデバイス ジェイテクト トラスト・テック
清水建設 ジュピターコーポレーション 日鉄テックスエンジ
昭和電線ホールディングス スズキ 日東電工
シン技術コンサル 住友重機械工業 日本ケミコン
振興自動車 千住金属工業 日本電気
須藤建設 大真空 日本デジタル研究所
セーレン タカキタ パーソルＡＶＣテクノロジー
セイシン企業 ダンテック ビー・ユー・ジーDMG森精機
セロテック 月島機械 光合金製作所
大成建設 データベース 日立産機システム
太平洋マテリアル テクノプロ・デザイン社 富士電機
チトセ浜理薬品工業 デンソー北海道 古河電気工業
鉄建建設 東京エレクトロン ほくでん情報テクノロジー
データベース 東芝機械 北海道電力
デンカ 東邦車輛 三菱ケミカル
東急建設 トリパス 三菱電機
東光薬品 日揮 楽道
東洋化学 日本甜菜製糖
東洋建設 日本電気硝子
西松建設 日本発条
ニチハ 日本飛行機
ニチロ畜産 日本航空電子工業
ニッカン工業 日本電産
日鉄テクノロジー 日本電産マシナリー
日本アルコール産業 日本プロセス
日本工営 パーソナルR&D
日本電気 パナソニックITS
日本血液製剤機構 日立建機
日本食品分析センター 日立ニコトランスミッション
日立化成 富士電機
日立ハイテクフィールディングス ホクレン農業協同組合連合会
フォノン明和 北海道ガス
フジパン 北海道パワーエンジニアリング
古河電気工業 北海道旅客鉄道
ホクレン農業協同組合連合会 ホンダテクノフォート
北海道曹達 牧野フライス製作所
北海道電力 マツダ
堀尾浩建築設計事務所 三井金属アクト
前田工務店 三井金属鉱業
三井共同建設コンサルタント 三菱自動車工業
有楽製菓 三菱電機エンジニアリング
吉野石膏 美和ロック
ヨシモトアグリ 村田機械
リンテック 守谷商会

ヤマザキマザック
雪印メグミルク
よつ葉乳業
菱友システムズ
ワーカム北海道



大学院博士後期課程

工学専攻
室蘭工業大学
Mae Fah Luang University（タイ）
RESEARCH INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR MACHINERY（ベトナム）

基礎地盤コンサルタンツ
ドーコン
冨士ダイス
北海道科学大学
マイクロンメモリジャパン
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