
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）

札幌市役所 札幌市役所 VSN
鹿島建設 メイテック キオクシア岩手
構研エンジニアリング JFEプラントエンジ つうけん
国土交通省北海道開発局 奥村組 データベース
ドーコン 幌清 北海道電力
大林組 スズキ DNPエル・エス・アイ・デザイン
佐藤工業 データベース KDDIエボルバ
中山組 日立造船 NTT東日本－北海道
宮坂建設工業 檜山鐵工所 WDBエウレカ社
愛知県庁 北海道電力 アース環境サービス
旭川市役所 IBEXエアラインズ アウトソーシングテクノロジー
伊藤組土建 JFE条鋼 アルプス技研
井上技研 NICHIJO 出光プランテック北海道
岩倉建設 網走市役所 北ガスジェネックス
内池建設 アルトナー 元気グループ
奥村組 井上技研 工成舎
北野建設 エプソンアトミックス 耕電設
熊谷組 共英製鋼 光明理化学工業
五洋建設 京都製作所 興和工業
サンコーコンサルタント グローバルソリューションズ 国土交通省北海道開発局
サン設計事務所 航空自衛隊 札幌市役所
清水建設 航空自衛隊一般曹候補 三機工業
ズコーシャ コスモテック じょうてつ
セキスイハイム北海道 コニカミノルタ 市立札幌大通高等学校
セントラルコンサルタント コニカミノルタジャパン 陣上工業
大成建設 三機工業 新日東鋼管
滝沢市役所 山九 生活協同組合コープさっぽろ
伊達市役所 シークス ソフテック
中央コンサルタンツ シチズンファインデバイス 大氣社
長大 品川リフラクトリーズ 大成有楽不動産
東急建設 新栄クリエイト 太平電業
道路工業 神鋼エンジニアリング＆メンテナンス タマポリ
飛島建設 住友ケミカルエンジニアリング 東海旅客鉄道
苫小牧市役所 住友電工焼結合金 東レエンジニアリング中部
日本仮設 ソラシドエア トヨタ自動車北海道
日本シビックコンサルタント ダイキン工業 日糧製パン
日本ハウスホールディングス 大同メタル工業 日鉄テックスエンジ
登別市役所 竹田設計工業 日本原燃
橋本店 タナベ 日本ニューホランド
長谷駒組 ダンテック 登別市役所
東日本高速道路 月島機械 ピックルスコーポレーション
ふたば 土谷特殊農機具製作所 ホクレン農業協同組合連合会
北電総合設計 テクノプロ・テクノプロエンジニアリング社 北海道ガス
北海道水工コンサルタンツ テツゲン 北海道庁
北海道庁 トーカロ 北海道糖業
前田建設工業 東洋農機 堀松建設工業
三井住建道路 東洋紡エンジニアリング れんせい
三井住友建設 道路建設 労働基準監督官
横河ブリッジ 苫小牧ガス ロピア
よねざわ工業 ナカボーテック ロンシール工業
陸上自衛隊一般幹部候補生 西原衛生工業所 ワカサ
りんかい日産建設 日総工産
ロゴスホーム 日鉄テックスエンジ
渡辺組 日本製鋼所

日本鋳鉄管
日本電設工業
パーカーコーポレーション
パナソニックITS
東日本高速道路
日立ハイテクソリューションズ
檜山鉄工所
藤倉航装
宝和化学
北斗工機
北海道旅客鉄道
ホンダテクノフォート
マイナビ
三井E&S造船
三菱重工冷熱
ムラコシ精工
メイセイ・エンジニアリング
モデン工業
モルデック
矢作産業
吉川工業
リコーインダストリー
菱友システムズ

令和２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）

ソフトクリエイトホールディング FUJITEC NTT東日本－北海道
つうけん エーアイテクノロジー アウトソーシングテクノロジー
アルトナー オムロンフィールドエンジニアリング北海道 アルトナー
北海道電力 倉敷市役所 アンドロボティクス
SOC ケー・エフ・シー エニシアス
アイシン・ソフトウェア デザインネットワーク 海上保安庁海上保安学校
アドニス 東京電力ホールディングス 北弘電社
北弘電社 日立建機 トヨタ自動車北海道
札幌市役所 マキタ 日鉄テックスエンジ
北海電気工事 松山 日本原燃
北海道庁 ローム・ワコー 夢テクノロジー

ユー・エス・イー
DOWAホールディングス
iD
NTTデータMSE
NTTデータ北海道
OKIソフトウェア
OSTectグループ アウトソーシングテクノロジーPRODESK

秋田新電元
アステック
アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング
アプリケーションアシスト
アルプス技研
インターファクトリー
ウニコ
浦幌町農業協同組合
エイチ・アイ・ディ
エスイーシー
エヌ・ティ・ティ　エムイー
オムロンフィールドエンジニアリング北海道
神田通信機
キャリアアセットマネジ
京都セミコンダクター
国土交通省北海道運輸局
埼玉大学教職大学院
三和工機
シーズ・ラボ
ジェイマックシステム
ジャパンテクニカルソフトウェア
新栄クリエイト
新菱冷熱工業
ステップ
スマート・ソリューション・テクノロジー
セントラル情報センター
ソリトンシステムズ
ソルクシーズ
大成建設
データベース
ディー・エヌ・エー
テクノラボ
電制
デンソーテクノ
デンソートリム
東光電気工事
東邦電気工業
ドコモCS北海道
豊田合成
豊田鉄工
トランスコスモス
日産車体
日鉄テックスエンジ
日本電営
日本トータルシステム
ハイテクシステム
パナソニックITS
ビーマップ
ビー・ユー・ジーDMG森精機
東日本旅客鉄道
日立ハイテクマニファクチャリングサービス
日立ビルシステム
平塚建具製作所
フィーリスト
朋栄
北星学園余市高等学校
ほくでん情報テクノロジー
北開工営
北海道NSソリューションズ
北海道地図
北海道電気保安協会
北海道富士電機
三菱ケミカル
宮城県岩ヶ崎高校
メイテック
よつ葉乳業



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
WDBエウレカ社 川重岐阜エンジニアリング NECソリューションイノベータ
奥村組 ミネベアミツミ アステック
ズコーシャ アルトナー アットマークテクノ
大成建設 コベルコ建機 ジェイ・アール・シー特機
東急建設 DOWAホールディングス ソフトクリエイトホールディング
トヨタ自動車北海道 日立金属 ソフトコム
日本血液製剤機構 古河電気工業 ドゥウェル
日本工営 本田技研工業 東芝インフラシステムズ
ニプロ AIRDO 北海道電力
浜理薬品 AIS北海道 明電舎
八千代エンジニヤリング Mizkan J plus Holdings ADEKA総合設備
あい設計 NICHIJO DOWAホールディングス
アドバンテック NSC JFEプラントエンジ
イーエス総合研究所 PFU JIG-SAW
一条工務店 SUBARU KYB
出光プランテック北海道 TBK NECプラットフォームズ
岩井機械工業 アーレスティ TDK
いわき市役所 アドヴィックス アクセンチュア
エリーパワー アベテック アドヴァンスト・インフォメイション・デザイン
王子ホールディングス アルプスアルパイン アルプスアルパイン
岡野建築設計事務所 アルプス技研 京都セミコンダクター
オリエンタルコンサルタンツ いすゞ自動車 コア北海道カンパニー
海星学院高等学校 荏原製作所 コンチネンタル・オートモティブ
鹿島建設 オカムラ シャープ
キャノン化成 鹿島道路 昭和電工
極東高分子 キリンエンジニアリング ソフトバンク
グローバルウェーハズ・ジャパン 栗田工業 電源開発
建設技術研究所 国土交通省北海道開発局 東芝デベロップメントエンジニアリング
国土交通省 小坂研究所 凸版印刷
国土交通省中部地方整備局 三建産業 ドコモCS北海道
コスモエンジニアリング 三五 ニコン
札幌市役所 スタンレー電気 日鉄テックスエンジ
佐藤工業 スチールプランテック 日本仮設
三機工業 大同メタル工業 日本製紙
サンディスク 太陽誘電モバイルテクノロジー 日本デジタル研究所
ジェイフィルム タカキタ 日本電気
シミックファーマサイエンス 竹内製作所 ネクシス
綜企画設計 デンソー北海道 バーナードソフト
太平エンジニアリング 東芝エネルギーシステムズ パナソニックITS
太平洋セメント 東洋製罐グループホールディングス 日立情報通信エンジニアリング
中央コンサルタンツ 道路建設 日立パワーソリューションズ
月島環境エンジニアリング 凸版印刷 ヒューマンインタラクティブテクノロジー
データベース トヨタ自動車北海道 ファナック
デンソー北海道 中標津高校 富士通エフサス
ドーコン 日新技研 北海道NSソリューションズ
トータルデザインサービス 日鉄テックスエンジ 三菱ケミカル
東海高熱工業 日本原子力研究開発機構 三菱電機プラントエンジニアリング
東西化学産業 日本航空電子工業 ミネベアミツミ
東ソー 日本精工 メディアドゥ
土木研究所寒地土木研究所 日本発条 メルコ・パワー・システムズ
トリケミカル研究所 日本飛行機
奈良機械製作所 ハートランドフェリー
西松建設 パナソニックITS
日鉄テクノロジー 日立建機
日本原燃分析 富士精螺
日本製紙リキッドパッケージプロダクト 古河機械金属
ハウジングオペレーションアーキテクツ 北海道庁
文化シャッター 北海道電力
北炭ゼネラルサービス ボッシュ
ホクリョウ マツダ
北海道警察 三菱電機
北海道コカ・コーラボトリング 三菱電機エンジニアリング
北海道曹達 室蘭工業高等学校
北海道庁 ヤマザキマザック
北海道電力 ユードム
北海道立高等学校 ユニプレス
マテック 陸上自衛隊自衛官
三菱化工機 レグルカセ

三菱マテリアル
メイプルシステム
安井建築設計事務所
リード



大学院博士後期課程

工学専攻
室蘭工業大学
東北大学
北海道科学大学
Chiang Mai University（タイ）
Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology（韓国）

内蒙古大学
内蒙古民族大学
瀋陽工業大学
千葉エンジニアリング
富山大学
日本学術振興会
日立造船
北海道道路管理技術センター
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