
地球環境工学科

　エネルギー総合工学コース

●(株)NICHIJO ●(株)北弘電社 ●日鉄鉱業(株)

●(株)NIPPO ●(株)クリタス ●日本ハム北海道ファクトリー(株)

●(株)NTTファシリティーズ関西 ●国土交通省東北地方整備局 ●東北海道いすゞ自動車(株)

●SBエンジニアリング(株) ●サンデンホールディングス(株) ●日星電気(株)

●TPR(株) ●(株)ダイフク ●ホクレン農業協同組合連合会

●(株)朝日工業社 ●電気技術開発(株) ●北海道電力(株)

●石友ホーム(株) ●東光電気工事(株) ●三菱自動車エンジニアリング(株)

●(株)エモーション ●トランスコスモス(株) ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●帯広スズキ(株) ●日興ソフトウェア(株)

　環境防災工学コース

●(株)アイネス ●クボタ環境サービス(株) ●中央コンサルタンツ(株)

●青木あすなろ建設(株) ●(株)熊谷建設工業 ●(株)ティーネットジャパン

●あおみ建設(株) ●(株)建設技術研究所 ●戸田建設(株)

●旭川市役所 ●国土交通省北海道開発局 ●豊田鉄工(株)

●(株)アサヒ建設コンサルタント ●こぶし建設（株） ●西松建設(株)

●網走市役所 ●五洋建設(株) ●日特建設（株）

●いであ（株） ●札幌市役所 ●萩原建設工業（株）

●岩倉建設(株) ●三建設備（株） ●(株)ピーエス三菱

●岩田地崎建設(株) ●清水建設(株) ●北王設計コンサルタント(株)

●(株)エーティック ●昭和設計(株) ●北海道電力（株）

●小野田ケミコ(株) ●大日本土木（株） ●和光技研（株）

●オリエンタル白石(株) ●（株）竹中土木 ●（株）渡辺組

　先端材料物質工学コース

●(株)アリミノ ●キオクシア岩手(株) ●大同メタル工業(株)

●岩手県庁 ●きたみらい農業協同組合 ●東武商事(株)

●(株)オガワ ●(株)シー・イー・サービス ●北海道ガス(株)
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　地域マネジメント工学コース

●訓子府町役場 ●丸彦渡辺建設(株) ●三井住友建設(株)

地域未来工学科

　機械知能・生体工学コース

●(株)AIS北海道 ●大和冷機工業(株) ●兵庫県庁

●PFU北海道（株） ●竹田設計工業(株) ●ファーストコンサルタンツ(株)

●青木鉄工(株) ●(株)タダノ ●北海道庁

●あま市役所 ●中国電力ネットワーク(株) ●マレリ(株)

●小野田ケミコ(株) ●月島機械（株） ●（株）ミクロスソフトウェア

●(株)科学情報システムズ ●(株)デンケン ●（株）ミツバ

●キオクシア岩手（株） ●ドゥウェル(株) ●三菱自動車エンジニアリング(株)

●札幌トヨタ自動車（株） ●東洋熱工業（株） ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●サンデンホールディングス(株) ●トヨタ自動車（株） ●ミネベアミツミ(株)

●(株)シークス ●（株）西松建設 ●(株)メイテック

●スタンレー電気(株) ●日研トータルソーシング(株) ●（株）ユアテック

●住友電装(株) ●パーソル パナソニック HRパートナーズ(株) ●（株）ユニシス

●(株)セゾン情報システムズ

　情報デザイン・コミュニケーション工学コース

●NDS(株) ●(株)サイバーコネクトツー ●(株)つうけんアドバンスシステムズ

●NTTテクノクロスサービス(株) ●サクサシステムエンジニアリング（株） ●東北公営企業(株)

●NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞ ●(株)サンコミュニケーション ●東洋紡エンジニアリング(株)

●TPR(株) ●(株)システムサプライ ●常呂漁業協同組合

●(株)VSN ●（株）ジャパンテクニカルソフトウェア ●ネットワンシステムズ(株)

●(株)Zooops Japan ●（株）スカイ365 ●ほくでん情報テクノロジー（株）

●（株）アイエンター ●（株）スタッフサービスエンジニアリング ●北海電気工事(株)

●(株)アイシーエス ●(株)ソフトウェアサイエンス ●北海道地図(株)

●(株)アルプス技研 ●（株）ソフトクリエイトホールディングス ●丸玉木材(株)

●イグジット(株) ●ダイワボウ情報システム(株) ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●(株)エー・アンド・デイ ●ダットジャパン（株） ●リコーＩＴソリューションズ（株）

●(株)エスイーシー



　社会インフラ工学コース

●（株）アイネス ●(株)塩浜工業 ●(株)日水コン

●旭川市役所 ●(株)シビル設計 ●（株）ニュージェック

●岩田地崎建設（株） ●（株）セレス ●(株)復建技術コンサルタント

●（株）開発工営社 ●大子町役場 ●北海道地図(株)

●鹿島建設(株) ●大成エンジニアリング(株) ●前田道路（株）

●（株）関電工 ●中央コンサルタンツ(株) ●真柄建設(株)

●(株)ケミカル工事 ●東亜建設工業（株） ●丸運建設（株）

●国土交通省東北地方整備局 ●中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株） ●ライト工業（株）

●五洋建設(株) ●(株)中山組 ●若築建設（株）

●サンコーコンサルタント(株) ●西江建設(株) ●和光技研(株)

●(株)サンテックインターナショナル ●西日本高速道路(株)

　バイオ食品工学コース

●(株)アレフ ●(株)巴商会 ●日本フードパッカー(株)

●イオン北海道(株) ●新潟メタリコン工業(株) ●はが野(農協)

●(株)希松 ●ニプロ(株) ●ホクレン農業協同組合連合会

●(株)三陽

　地域マネジメント工学コース

●CNS ●北見市役所 ●(株)スリーエスコンサルタンツ

機械工学科

●サンデンホールディングス(株) ●日鉄住金テックスエンジ(株) ●丸彦渡辺建設(株)

●(株)ユーエスイー

社会環境工学科

●(株)開発工営社 ●鉄建建設(株) ●(株)丸田組

●小雀建設(株) ●ヒロセホールディングス(株) ●(独法)水資源機構

●西部ガス(株) ●北海道土木設計(株) ●宮崎県庁



電気電子工学科

●(株)アースリンク ●(株)ドコモCS北海道 ●ミヤマ工業(株)

●(株)コーワメックス ●日興ソフトウェア(株) ●三菱電機ビルテクノサービス(株)

●(株)ダイフク ●ネスレ日本(株) ●(株)メイテックフィルダーズ

●(株)テクノプロ・デザイン社 ●ヒロセ電機(株) ●(株)ワールドインテック

情報システム工学科

●(株)いわき ●中央システム(株) ●(株)メイテック

●(株)エスイーシー

バイオ環境化学科

●井原築炉工業(株) ●(株)巴商会 ●(株)ワールドインテック

●桑原冷熱工業(株) ●日本交通(株)



機械工学専攻

●NECマグナスコミュニケーションズ(株) ●コベルコ建機(株) ●(株)日水コン

●(株)NICHIJO ●住友重機械工業(株) ●ニプロ(株)

●アイコクアルファ(株) ●(株)タカキタ ●(株)日本製鋼所

●いすゞ自動車(株) ●月島機械（株） ●日立Astemo(株)

●井関農機(株) ●ドゥウェル(株) ●ミネベアミツミ(株)

●オーエスマシナリー(株) ●日鉄テックスエンジ(株) ●(株)山本製作所

●(株)北川鉄工所 ●日本ケミコン(株) ●レンゴー(株)

社会環境工学専攻

●(株) イーエス総合研究所 ●太平洋セメント(株) ●日本工営（株）

●(株)いすゞ北海道試験場 ●(株)竹中土木 ●(株)ピーエス三菱

●(株)エーティック ●中央コンサルタンツ(株) ●東日本高速道路(株)

●(株)オオバ ●知立市役所 ●(株)北海公営社

●キオクシア岩手(株) ●戸田建設(株) ●(株)北海道技術コンサルタント

●国土交通省北海道開発局 ●栃木県土地改良事業団体連合会 ●宮地エンジニアリング(株)

●(株)大林組 ●（株）日水コン ●ライト工業(株)

電気電子工学専攻

●(株)NTTドコモ ●住友ケミカルエンジニアリング(株) ●フジテック(株)

●NTT東日本グループ会社＜エンジニア＞ ●電源開発(株) ●北海道NSソリューションズ(株)

●青山機工(株) ●(株)ドーコン ●マツダ(株)

●いすゞ自動車(株) ●日本製鉄(株) ●三菱電機エンジニアリング(株)

●沖縄電力(株) ●(株)日立国際電気 ●三菱電機特機システム(株)

●(株)北弘電社 ●ヒロセ電機(株)

情報システム工学専攻

●(株)OEC ●(株)学習塾あすなろ会 ●(株)ベネッセスタイルケア

●(株)OKIソフトウェア ●シブヤ精機(株) ●ヤフー(株)

●(株)科学情報システムズ ●ダイアモンドヘッド(株) ●リコーITソリューションズ(株)
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バイオ環境化学専攻

●あま市役所 ●(一社)京都微生物研究所 ●(株)セロテック

●(株)オヤマ ●(株)コベルコ科研 ●チトセ浜理薬品(株)

●(一財)化学物質評価研究機構 ●ゼリア新薬工業(株) ●リファインホールディングス(株)

マテリアル工学専攻

●AGCエレクトロニクス(株) ●クアーズテック(株) ●日軽金アクト(株)

●AGCテクノグラス(株) ●(株)ジェイテクト ●日本ケミコン(株)

●(株)IHI ●ジヤトコ(株) ●野村マイクロ・サイエンス(株)

●(株)アライドマテリアル ●新日本無線(株) ●ホクレン農業協同組合連合会

●一関ヒロセ電機(株) ●高砂熱学工業(株) ●前田道路(株)

●気象庁 ●中部電力(株) ●三井金属鉱業(株)

●極東高分子(株) ●トピー工業(株) ●(株)メニコンネクト


