
過去3ヵ年の主な就職先（学科・専攻別）

■先進工学部
生命化学科 応用化学科 環境化学科

(株)アマダ (株)大林組 アルプスアルパイン(株)
エスフーズ(株) 関東化学(株) エクシオグループ(株)
関東化学(株) キユーピー(株) キユーピー(株)
キユーピー(株) ＫＯＡ(株) 三機工業(株)
(株)資生堂 三機工業(株) ジョンソンコントロールズ(株)
(株)新日本科学 スズキ(株) 新菱冷熱工業(株)
スターゼン(株) 大日本住友製薬(株) (株)大気社
(株)大気社 東芝三菱電機産業システム(株) 高砂熱学工業(株)
ＴＤＫ(株) 東洋合成工業(株) 東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
東芝インフラシステムズ(株) 凸版印刷(株) 東芝インフラシステムズ(株)
東洋製罐グループホールディングス(株) トヨタ自動車(株) トピー工業(株)
ニチバン(株) ニチアス(株) 日揮(株)
日本製紙クレシア(株) 日本水産(株) 日産自動車(株)
(株)日立製作所 日本瓦斯(株) (株)日立ハイテク
富士通(株) 東日本旅客鉄道(株) フジパングループ本社(株)
フジフーズ(株) (株)日立製作所 フジフーズ(株)
(株)富士薬品 マクセル(株) (株)明電舎
ぺんてる(株) (株)武蔵野 山崎製パン(株)
山崎製パン(株) 山崎製パン(株) リンテック(株)
(株)ロッテ 理研計器(株) レイズネクスト(株)

応用物理学科 機械理工学科
アルプスアルパイン(株) ジヤトコ(株)
ＮＴＴコムウェア(株) スズキ(株)
(株)小糸製作所 (株)ＳＵＢＡＲＵ
ＫＯＡ(株) デンカ(株)
(株)ＧＳユアサ トヨタ紡織(株)
スズキ(株) (株)ニコン
東海旅客鉄道(株) 日本電産(株)
(株)東急コミュニティー 東日本旅客鉄道(株)
東芝インフラシステムズ(株) 日立Ａｓｔｅｍｏ(株)
東電タウンプランニング(株) (株)日立ハイテク
凸版印刷(株) 日野自動車(株)
日清紡マイクロデバイス(株) フジパングループ本社(株)
日本コムシス(株) 本田技研工業(株)
日本圧着端子製造(株) マツダ(株)
日本電子(株) ミネベアミツミ(株)
(株)日立社会情報サービス (株)村田製作所
(株)日立ビルシステム 矢崎総業(株)
富士通(株) 横浜ゴム(株)
富士電機(株) リコージャパン(株)
ミネベアミツミ(株) (株)ロッテ
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過去3ヵ年の主な就職先（学科・専攻別）

■工学部
機械工学科 機械システム工学科 電気電子工学科

京王電鉄(株) アルプスアルパイン(株) アルプスアルパイン(株)
ジヤトコ(株) いすゞ自動車(株) 池上通信機(株)
スズキ(株) ＳＭＣ(株) ＮＥＣプラットフォームズ(株)
(株)ＳＵＢＡＲＵ ＮＥＣプラットフォームズ(株) (株)大塚商会
(株)ダイフク ＮＯＫ(株) (株)大林組
東海旅客鉄道(株) ＮＴＮ(株) (株)関電工
東京エレクトロングループ 沖電気工業(株) キオクシア(株)
凸版印刷(株) キユーピー(株) 清水建設(株)
日本通運(株) シャープ(株) スズキ(株)
東日本旅客鉄道(株) スズキ(株) スタンレー電気(株)
日立Ａｓｔｅｍｏ(株) テルモ(株) タカラベルモント(株)
(株)日立製作所 東海旅客鉄道(株) 東海旅客鉄道(株)
日野自動車(株) 日立Ａｓｔｅｍｏ(株) 東急建設(株)
本田技研工業(株) 日野自動車(株) 東芝エレベータ(株)
マツダ(株) 本田技研工業(株) ニチコン(株)
三菱自動車工業(株) ミネベアミツミ(株) 浜松ホトニクス(株)
ミネベアミツミ(株) (株)明電舎 東日本旅客鉄道(株)
(株)村田製作所 矢崎総業(株) (株)日立製作所
(株)ヤクルト本社 ＵＤトラックス(株) (株)日立ビルシステム
ＹＫＫＡＰ(株) 雪印メグミルク(株) ルネサスエレクトロニクス(株)

■情報学部
情報通信工学科 コンピュータ科学科

アマノ(株) (株)インターネットイニシアティブ
アルプスアルパイン(株) ＮＥＣネッツエスアイ(株)
ＮＥＣネッツエスアイ(株) ＮＥＣプラットフォームズ(株)
(株)ＮＳＤ (株)カプコン
(株)エヌ・ティ・ティエムイー キオクシア(株)
沖電気工業(株) キヤノン(株)
(株)関電工 グローリー(株)
京セラコミュニケーションシステム(株) ＪＣＯＭ(株)
グローリー(株) シャープ(株)
Ｓｋｙ(株) スズキ(株)
東芝インフラシステムズ(株) (株)ＳＵＢＡＲＵ
凸版印刷(株) (株)ディー・エヌ・エー
中日本高速道路(株) 東芝デジタルソリューションズ(株)
日本コムシス(株) 凸版印刷(株)
能美防災(株) 東日本旅客鉄道(株)
東日本電信電話(株) (株)日立産業制御ソリューションズ
日立Ａｓｔｅｍｏ(株) (株)日立製作所
日野自動車(株) 富士ソフト(株)
富士ソフト(株) 富士通(株)
富士通(株) フジテック(株)
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過去3ヵ年の主な就職先（学科・専攻別）

■情報学部
情報デザイン学科 システム数理学科

伊藤忠テクノソリューションズ(株) (株)インターネットイニシアティブ
(株)内田洋行 ＮＥＣネッツエスアイ(株)
ＮＥＣソリューションイノベータ(株) キヤノン電子テクノロジー(株)
ＮＥＣネッツエスアイ(株) 京セラコミュニケーションシステム(株)
(株)ＮＳＤ (株)ぐるなび
(株)オカムラ (株)クレスコ
キヤノンマーケティングジャパン(株) ＫＤＤＩ(株)
京セラ(株) コニカミノルタジャパン(株)
京セラコミュニケーションシステム(株) ＣＴＣテクノロジー(株)
(株)ＪＶＣケンウッド (株)ＪＴＢ
スズキ(株) (株)システナ
東芝デジタルソリューションズ(株) 世田谷区役所
凸版印刷(株) (株)東急コミュニティー
日本アイ・ビー・エム(株) 凸版印刷(株)
パナソニック(株) 日本システムウエア(株)
日野自動車(株) 日立Ａｓｔｅｍｏ(株)
富士通(株) (株)日立ソリューションズ
ミネベアミツミ(株) 富士ソフト(株)
ヤマザキビスケット(株) 富士通(株)
(株)ロッテ 三菱総研ＤＣＳ(株)

■建築学部
まちづくり学科 建築学科 建築デザイン学科

(株)アーネストワン (株)一条工務店 (株)アーネストワン
(株)一条工務店 エクシオグループ(株) 旭化成ホームズ(株)
(株)ＮＴＴファシリティーズ (株)ＮＴＴファシリティーズ (株)安藤・間
(株)オリエンタルコンサルタンツ (株)大林組 (株)一条工務店
外務省 鹿島建設(株) 鹿島建設(株)
鹿島建設(株) 五洋建設(株) (株)熊谷組
ＪＫホールディングス(株) 清水建設(株) 五洋建設(株)
清水建設(株) 住友林業(株) (株)スペース
首都高速道路(株) 積水ハウス(株) 住友林業(株)
大成建設(株) (株)大気社 積水ハウス(株)
大東建託(株) 大成建設(株) 大成建設(株)
大和ハウス工業(株) 大和ハウス工業(株) 大東建託(株)
玉野総合コンサルタント(株) (株)竹中工務店 大和ハウス工業(株)
戸田建設(株) 戸田建設(株) タマホーム(株)
(株)長谷工コーポレーション (株)日本設計 (独)都市再生機構
東日本旅客鉄道(株) 一建設(株) 戸田建設(株)
ポラス(株) (株)長谷工コーポレーション (株)白水社
前田建設工業(株) 前田建設工業(株) (株)長谷工コーポレーション
森ビル(株) 森ビル(株) ポラス(株)
横浜市役所 ＹＫＫＡＰ(株) 三井ホーム(株)
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過去3ヵ年の主な就職先（学科・専攻別）

■工学研究科（修士課程）
機械工学専攻 化学応用学専攻 電気・電子工学専攻

アクセンチュア(株) 旭化成(株) エクシオグループ(株)
アルプスアルパイン(株) Ｈ．Ｕ．グループホールディングス(株) ＮＥＣネッツエスアイ(株)
キヤノン(株) ＳＭＣ(株) (株)ＮＴＴドコモ
コニカミノルタ(株) (株)ＬＳＩメディエンス キオクシア(株)
シャープ(株) キヤノンメディカルシステムズ(株) 京セラ(株)
信越化学工業(株) 栗田工業(株) ＫＤＤＩ(株)
スズキ(株) コニカミノルタ(株) シャープ(株)
(株)ＳＵＢＡＲＵ 三協立山(株) スズキ(株)
セイコーエプソン(株) (株)ＧＳユアサ スタンレー電気(株)
大日本印刷(株) セントラル硝子(株) (株)ＳＵＢＡＲＵ
(株)デンソー ダイキン工業(株) ソニーグループ(株)
東京エレクトロン(株) 太陽誘電(株) ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)
東京ガス(株) 大和製罐(株) ソフトバンク(株)
東京電力ホールディングス(株) ＴＤＫ(株) 大成建設(株)
凸版印刷(株) 電源開発(株) 電源開発(株)
トヨタ自動車(株) 東京都教育委員会 東芝デバイス＆ストレージ(株)
(株)ニコン (株)東芝 凸版印刷(株)
日産自動車(株) ＤＯＷＡホールディングス(株) (株)トプコン
日本電産(株) 凸版印刷(株) トヨタ自動車(株)
東日本旅客鉄道(株) 日本化薬(株) 日産自動車(株)
(株)日立製作所 日本酸素ホールディングス(株) 日本電気(株)
日立造船(株) 日本発条(株) 日本ヒューレット・パッカード合同会社
富士電機(株) 日本化学工業(株) パナソニック(株)
本田技研工業(株) 富士電機(株) 東日本旅客鉄道(株)
マツダ(株) 双葉電子工業(株) 富士通(株)
三菱自動車工業(株) プライム プラネット エナジー&ソリューションズ(株) 富士電機(株)
三菱重工業(株) 三菱電機(株) 本田技研工業(株)
三菱電機(株) (株)明電舎 三菱電機(株)
ヤマハ発動機(株) 矢崎総業(株) (株)ＬＩＸＩＬ
ＹＫＫＡＰ(株) (株)ヤッホーブルーイング ルネサスエレクトロニクス(株)
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過去3ヵ年の主な就職先（学科・専攻別）

■工学研究科（修士課程）
情報学専攻 建築学専攻 システムデザイン専攻

アルプスアルパイン(株) (株)ＮＴＴファシリティーズ Supership(株)
(株)インターネットイニシアティブ (株)オリエンタルコンサルタンツ 太陽誘電(株)
ＳＧシステム(株) (株)グッドコムアセット 東芝テック(株)
(株)ＮＳＤ (株)熊谷組 Hasco vision
ＮＴＴアドバンステクノロジ(株) (株)久米設計 福建省海天工程造価諮詢有限会社
キヤノンメディカルシステムズ(株) (株)合田工務店 北京頡騰文化傅媒
(株)サイバーエージェント (株)ジェイアール東日本企画 ＨＥＮＮＧＥ(株)
(株)ジェイアール東日本情報システム 清水建設(株) 三菱日立パワーシステムズ(株)
ＪＣＯＭ(株) 住友林業(株) ルネサスエレクトロニクス(株)
積水ハウス(株) (株)大気社
(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント 大成建設(株)
ソフトバンク(株) ダイダン(株)
(株)電通デジタル 大和ハウス工業(株)
(株)東芝 大和リース(株)
東芝インフラシステムズ(株) 高松建設(株)
東芝デバイス＆ストレージ(株) (株)丹青社
東芝テリー(株) 東急(株)
凸版印刷(株) 東京電力ホールディングス(株)
ニフティ(株) 東京都庁
(株)日本トータル・システム (株)東芝
パナソニックＩＴＳ(株) (独)都市再生機構
(株)日立国際電気 戸田建設(株)
(株)日立社会情報サービス 飛島建設(株)
(株)日立製作所 (株)日建設計
(株)日立ハイテク (株)日本設計
富士通(株) 東日本旅客鉄道(株)
富士通フロンテック(株) (株)フジタ
マツダ(株) ポラス(株)
三菱マヒンドラ農機(株) 前田建設工業(株)
山崎製パン(株) (株)ＬＩＸＩＬ
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