
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 メイテック アルプス技研
岩田地崎建設 日鉄テックスエンジ 北海道電力
大林組 北日本精機 エフビーエス
札幌市役所 京都製作所 データベース
清水建設 ダイナックス メイテック
鹿島建設 楢崎製作所 ISIDインターテクノロジー
積水ハウス AIS北海道 ISホールディングス
大鎮キムラ建設 JFE条鋼 ITX
大成建設 NICHIJO NECソリューションイノベータ
田中組 NTTデータ北海道 TDK
平成建設 NTT東日本-北海道 出光リテール販売
北海道庁 SUBARU 今別町役場
HUNNN アウトソーシングテクノロジー 大阪印刷インキ製造
KSP 浅井工業 北日本精機
青木あすなろ建設 朝日航洋 ゴールドジム
アウトソーシングテクノロジー アルプスアルパイン 幌清
旭川市役所 上田商会 コスにじゅういち
伊藤組土建 植松電機 三機工業
井上技研 ウメトク 三友プラントサービス
岩倉建設 エルゴテック シーズ・ラボ
内池建設 大林道路 ショクセン
奥村組 帯広市役所 ジョンソンコントロールズ
開発工営社 三機工業 大北土建工業
金岡造園 シーエスアイ 伊達市役所
構研エンジニアリング シーアールイー デジタルデータソリューション
小宮山土木 スマートソリューションテクノロジー トーセーシステムズ
コラボハウス 成和リニューアルワークス 道北勤労者医療協会
さいたま市役所 ソフトウェア情報開発 苫小牧ガス
サッポロビール 大都技研 苫小牧市役所
シー・エフ・コンサルタント 辰己屋金属 ニチロ畜産
ジェイアール北海道エンジニアリング タマディック 日本衛生
シビテック 千歳市役所 日本原燃
砂子組 土谷特殊農機具製作所 ノベルズグループ
住まいのウチイケ データベース 登別市役所
住友電設 トーカロ 伯東
成友興業 東海興業 ベル食品
大成エンジニアリング 東テク北海道 ホクレン農業協同組合連合会
大星ビル管理 東洋農機 ホクレン包材
大和ハウス工業 東洋紡エンジニアリング 北海道NSソリューションズ
高砂熱学工業 特殊電極 北海道糖業
土屋ホーム 日東工業 北海道乳業
鉄建建設 日本IBM 北海道立高等学校
東建コーポレーション 日本高圧コンクリート メイテックフィルダーズ
東和道路 ビーネックステクノロジーズ モロオ
栃木県庁 日立プラントサービス 横山食品
苫小牧市役所 檜山鐵工所 四日市合成
トランスコスモス ホクレン農業協同組合連合会 リファインホールディングス
中山組 北海道内田鍛工 レイズネクスト
西松建設 北海道電力
日鉄テックスエンジ 北海道庁
日本仮設 北興化工機
ハウジングオペレーションアーキテクツ ミツワ
東日本高速道路 メガネトップ
ホーム創建 吉野石膏
北電総合設計 リケン
北海道セキスイハイム ワールドグリーン
北海道電力
北海道旅客鉄道
舗道工業
前田建設工業
三菱地所プロパティマネジメント
ミツヤ
盛岡市役所
横河ブリッジ

令和3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ス メイテック 青森市役所
北海道電力 いすゞ自動車 岩手県野田村役場
つうけん 北日本機械 コアテック
エスイーシー 熊谷機械設計 コナミアミューズメント
新光商事LSIデザインセンター 高周波鋳造 ソフトウエア技術
ドゥウェル ジャパンエレベーターサービスホールディング・菱電エレベータ施設 ソフトコム
日商エレクトロニクス スズキ 常磐システムエンジニアリング
北海道旅客鉄道 セントラルエンジニアリング トヨタ自動車北海道

Aiming 大生機械
GSI 東邦車輛
iD 東洋農機
ITX ニートレックス
kinetec automation (m) sdn bhd ニコンシステム
KSK 北海道電力
KSP・EAST 丸千代山岡家
Link-U
NTT東日本グループ会社
Olivier
SOC
UTエイム
Vitrustry
アウトソーシングテクノロジー
旭川ガス
アジェンダ
アドニス
アルトナー
岩手県立盛岡南高等学校
内田洋行ITソリューションズ
エスプールヒューマンソリューションズ
エニシアス
エニッシュ
エムシーエス
キオクシア岩手
キヤノントッキ
光和マイクロプロジェクト
国土交通省北海道開発局
コスモ
札幌市役所
山九
繁富工務店
新栄クリエイト
シンセメック
進藤鋳造鉄工所
ズコーシャ
スズキ
スマート・ソリューション・テクノロジー
ソフトウェア・サイエンス
ディー・オー・エス
ディレクターズ
テックファーム
トーテックアメニティ
東建ジオテック
東芝エレベータ
東社シーテック
ドコモCS北海道
トランスコスモス
西原環境
日研トータルソーシング
日鉄テックスエンジ
ニプロ大舘工場
日本製鉄
日本デジタル研究所
日本電営
日本電設工業
日本トータルシステム
ネクスコ・エンジニアリング北海道
登別市役所
パナソニックITS
ピー・エス・アイ
日立ハイシステム21
富士電通信社
プロジェクトスタジオQ
北海電気工事
北海道NSソリューションズ
北海道警察情報通信部
北海道電気保安協会
北海道電力/北海道電力ネットワーク
北海道文化放送
室蘭工業大学
モビテック
山形カシオ
ユアブレインズ
ラクスル
リコーITソリューションズ
留萌信用金庫
ワンダープラネット



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
北海道庁 スズキ ソフトクリエイトホールディングス
オリエンタルコンサルタンツ 日本発条 DOWAホールディングス
国土交通省北海道開発局 日立パワーソリューションズ スズキ
三友プラントサービス 古河電気工業 電源開発
ニプロ DOWAホールディングス パナソニックITS
日本工営 IHIキャスティング 北海道電力
ホクレン農業協同組合連合会 JFE条鋼 明電舎
北海道旅客鉄道 JMUディフェンスシステムズ Acccenture（China）Co.Ltd
DOWAホールディングス JR北海道 NECソリューションイノベータ
I.S.T. KYB NICHIJO
J-ケミカル NOK NTTデータMSE
SMIC SOLIZE OEC
アドバンテック SUBARU アイフォーコム
アトリエブンク UACJ アウトソーシングテクノロジー
出光興産 アイシン・ソフトウェア アルトナー
岩井機械工業 愛知機械工業 アルプスアルパイン
上野製薬 アドヴィックス インフォコム
浦野設計 アルプスアルパイン 小樽未来創造高等学校
エア・ウォーター北海道 アルプス技研 キオクシア岩手
オカモト いすゞ自動車 工機ホールディングス
カイゲンファーマ 川崎重工 三技協
鹿島建設 サンテック ジェイテクト
キオクシア シーズ・ラボ 精電舎電子工業
基礎地盤コンサルタンツ スカイウイル 大王製紙
建設技術研究所 スチールプランテック 月島機械
五洋建設 セイコーエプソン デジタルソリューション
山栄化学 第一精工 電縁
三洋化学研究所 大同精密工業 電通デジタル
サンリッツ タカキタ 東海交通機械
品川リフラクトリーズ データX 東京海上日動システムズ
住友大阪セメント 電制 東京電力ホールディングス
住友電工焼結合金 デンソー北海道 東芝デバイス＆ストレージ
住江織物 東京電力ホールディングス 日鉄テックスエンジ
綜企画設計 東洋製罐グループホールディングス ニプロ
ソフト99コーポレーション 東洋熱工業 日本国土開発
ダイキンアプライドシステムズ 楢崎製作所 日本システムウェア
泰盛貿易 ナルックス 日本システム技術
大和ハウス工業 日揮ホールディングス 日本電気
竹中工務店 日鉄ハードフェイシング 日本無線
チトセ浜理薬品 日本軽金属 日立Astemo
長大 日本新薬 ファナック
データベース 日本製鋼所 ほくでん情報テクノロジー
テクノスマイル パーソルR&D 北海道NSソリューションズ
デンソー北海道 日立産業制御ソリューションズ 本田技研工業
東急建設 富士通クラウドテクノロジーズ リコーITソリューションズ
東畑建築事務所 富士電機 リステック
東洋建設 古野電気 レーザーテック
苫小牧市役所 ホクリョウ
日水コン 北海道ガス
日鉄環境 マキノジェイ
日東電工 マツダ
日本交通技術 マテック
日本国土開発 三井金属鉱業
日立ハイテクフィールディング 三菱重工業
フソウ 三菱電機
ホクレン肥料 三菱マテリアル
北海道開発技術センター リクルートR&Dスタッフィング
水澤化学工業 菱友システムズ
三井共同建設コンサルタント 菱洋エレクトロ
むつみワールド レイズネクスト
山下ゴム
ヨシモトアグリ
ロンシール工業



大学院博士後期課程

工学専攻
室蘭工業大学
Beijing University of Technology（中国）
United Imaging Helthecare（中国）
内蒙古財経大学（中国）
鴻池組
砂子組
タダノ
土木研究所寒地土木研究所
ナレスアン大学（タイ）
八戸工業大学


