
就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

建設業 若築建設株式会社

建設業 松井建設株式会社

製造業 アピ株式会社

製造業 いなば食品株式会社

製造業 株式会社ユーハイム

製造業 株式会社伊藤園

製造業 株式会社蜂蜜工房

製造業 名月製菓株式会社

製造業 タペストリー・ジャパン合同会社

製造業 株式会社ワールド

製造業 セザックス株式会社

製造業 株式会社仙台紙工印刷

製造業 朝日印刷株式会社

製造業 日興美術株式会社

製造業 アース製薬株式会社

製造業 プレミアアンチエイジング株式会社

製造業 ミドリ安全株式会社

製造業 旭化成株式会社

製造業 興和株式会社

製造業 佐藤製薬株式会社

製造業 信越化学工業株式会社

製造業 弥栄工業株式会社

製造業 野村マイクロ・サイエンス株式会社

製造業 アキム株式会社

製造業 株式会社村田製作所

製造業 ＮＥＣネットワーク・センサ株式会社

製造業 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

製造業 ＴＤＫ株式会社

製造業 コナミホールディングス株式会社

製造業 マザーアース・ソリューション株式会社

製造業 株式会社Ｂｏ Ｐｒｏｊｅｃｔ．

製造業 株式会社Ｋｎｏｔ

電気・ガス・熱供給・水道業 アイエスジー株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業 メタウォーター株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業 レモンガス株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業 東京パワーテクノロジー株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業 富士産業株式会社

情報通信業 ＫＤＤＩ株式会社

情報通信業 NHK営業サービス株式会社

情報通信業 NTTデータマネジメントサービス株式会社

情報通信業 ＳＢＩホールディングス株式会社

情報通信業 ＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ株式会社

情報通信業 Wincubic.com, Inc.

情報通信業 アイレット株式会社

情報通信業 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

情報通信業 キンドリルジャパン・テクノロジーサービス合同会社

情報通信業 ジェネクスト株式会社

情報通信業 システム・エボリューション株式会社

情報通信業 ジャパンメディアシステム株式会社

情報通信業 ソーバル株式会社

情報通信業 ソフトバンク株式会社

情報通信業 ソフトブレーン株式会社

情報通信業 テルウェル東日本株式会社

情報通信業 トレンドマイクロ株式会社

情報通信業 ニフティ株式会社

情報通信業 ネットイヤーグループ株式会社

情報通信業 パスクリエイト株式会社

情報通信業 フューチャーインスペース株式会社

情報通信業 ベル・データ株式会社

情報通信業 ミールソリューションズ株式会社

情報通信業 ヤマトシステム開発株式会社

情報通信業 レトロワグラース株式会社

情報通信業 株式会社 キューブシステム

情報通信業 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

情報通信業 株式会社ＤＴＳ

情報通信業 株式会社ＦＢＳ

情報通信業 株式会社ＩＢＪ

情報通信業 株式会社ＫＳＫ

情報通信業 株式会社Ｍａｍｏｌ

情報通信業 株式会社ＮＴＴデータエマーズ

情報通信業 株式会社ＮＴＴドコモ

情報通信業 株式会社Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ

情報通信業 株式会社WILL

情報通信業 株式会社ＹＳＬソリューション

情報通信業 株式会社アイグローブ

情報通信業 株式会社イノス

情報通信業 株式会社インフォセンス

情報通信業 株式会社エスペラントシステム

情報通信業 株式会社エヌアイデイ

情報通信業 株式会社クランタス

情報通信業 株式会社クリーブ

情報通信業 株式会社サイバーエージェント

情報通信業 株式会社ジール

情報通信業 株式会社セルシス

情報通信業 株式会社テクノプロ

情報通信業 株式会社ドルフィンスルー

情報通信業 株式会社プロス

情報通信業 株式会社マイクロアド

情報通信業 株式会社ライトウェア

情報通信業 株式会社広域高速ネット二九六
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

情報通信業 株式会社静岡朝日テレビ

情報通信業 株式会社大塚商会

情報通信業 株式会社日立システムズパワーサービス

情報通信業 株式会社無限

情報通信業 吉本興業ホールディングス株式会社

情報通信業 西菱電機株式会社

情報通信業 全研本社株式会社

情報通信業 大成ネット株式会社

情報通信業 日鉄ソリューションズ株式会社

情報通信業 日本アイ・ビー・エム テクニカル・ソリューション株式会社

情報通信業 日本アイ・ビー・エム株式会社

情報通信業 日本システム技術株式会社

情報通信業 日本ヒューレット・パッカード合同会社

情報通信業 日本情報通信株式会社

情報通信業 日本通信株式会社

情報通信業 日本放送協会

情報通信業 富士ソフト株式会社

運輸業・郵便業 ヤマト運輸株式会社

運輸業・郵便業 岡山交通株式会社

運輸業・郵便業 株式会社キーペックス

運輸業・郵便業 株式会社住友倉庫

運輸業・郵便業 株式会社上組

運輸業・郵便業 山九株式会社

運輸業・郵便業 東日本旅客鉄道株式会社

運輸業・郵便業 日本交通株式会社

運輸業・郵便業 日本通運株式会社

卸売業・小売業 ＢＲＩＣＫＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社

卸売業・小売業 ＪＳＲトレーディング株式会社

卸売業・小売業 ＭＸモバイリング株式会社

卸売業・小売業 イシグロ株式会社

卸売業・小売業 シミヅ産業株式会社

卸売業・小売業 ビッグモーターグループ

卸売業・小売業 ロクシタンジャポン株式会社

卸売業・小売業 伊藤忠紙パルプ株式会社

卸売業・小売業 横浜トヨペツト株式会社

卸売業・小売業 株式会社ＶＨリテールサービス

卸売業・小売業 株式会社アペックス

卸売業・小売業 株式会社ヴァンパッシオン

卸売業・小売業 株式会社エーツー

卸売業・小売業 株式会社サンリオ

卸売業・小売業 株式会社ジャパネットホールディングス

卸売業・小売業 株式会社タジマモーターコーポレーション

卸売業・小売業 株式会社テンポスホールディングス

卸売業・小売業 株式会社ドウシシャ

卸売業・小売業 株式会社ドレステーブル
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

卸売業・小売業 株式会社ニトリ

卸売業・小売業 株式会社フィッツコーポレーション

卸売業・小売業 株式会社ブロードエッジ・ウェアリンク

卸売業・小売業 株式会社ボッテガ・ヴェネタジャパン

卸売業・小売業 株式会社ユナイテッドアローズ

卸売業・小売業 株式会社俄

卸売業・小売業 株式会社三誠

卸売業・小売業 株式会社寺岡精工

卸売業・小売業 株式会社福島マツダ

卸売業・小売業 丸紅株式会社

卸売業・小売業 高信化学株式会社

卸売業・小売業 三井物産株式会社

卸売業・小売業 双日プラネット株式会社

卸売業・小売業 双日株式会社

卸売業・小売業 東横化学株式会社

卸売業・小売業 東京スバル株式会社

卸売業・小売業 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

卸売業・小売業 緑川化成工業株式会社

卸売業・小売業 イオンリテール株式会社

卸売業・小売業 つるや株式会社

卸売業・小売業 マックスバリュ関東株式会社

卸売業・小売業 株式会社アインホールディングス

卸売業・小売業 株式会社アドバンス

卸売業・小売業 株式会社いーふらん

卸売業・小売業 株式会社イエローハット

卸売業・小売業 株式会社いなげや

卸売業・小売業 株式会社カインズ

卸売業・小売業 株式会社キタムラ

卸売業・小売業 株式会社ケーズホールディングス

卸売業・小売業 株式会社サザビーリーグエーアンドエスカンパニー

卸売業・小売業 株式会社すずのき

卸売業・小売業 株式会社ストライプインターナショナル

卸売業・小売業 株式会社トゥモローランド

卸売業・小売業 株式会社ノジマ

卸売業・小売業 株式会社ファミリーマート

卸売業・小売業 株式会社マ・メール

卸売業・小売業 株式会社マックスマーラジャパン

卸売業・小売業 株式会社ヤマダホールディングス

卸売業・小売業 株式会社ルミネ

卸売業・小売業 株式会社ロフト

卸売業・小売業 株式会社丸井グループ

卸売業・小売業 株式会社京成ストア

卸売業・小売業 株式会社千疋屋総本店

卸売業・小売業 株式会社明治屋

金融業・保険業 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

金融業・保険業 オリエントコーポレーション

金融業・保険業 かながわ信用金庫

金融業・保険業 さわやか信用金庫

金融業・保険業 会津商工信用組合

金融業・保険業 株式会社クレディセゾン

金融業・保険業 株式会社ジャックス

金融業・保険業 株式会社ゆうちょ銀行

金融業・保険業 株式会社横浜銀行

金融業・保険業 株式会社宮崎太陽銀行

金融業・保険業 株式会社国際協力銀行

金融業・保険業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

金融業・保険業 株式会社七十七銀行

金融業・保険業 株式会社西日本シティ銀行

金融業・保険業 株式会社東邦銀行

金融業・保険業 株式会社東北銀行

金融業・保険業 株式会社日本取引所グループ

金融業・保険業 株式会社日本政策投資銀行

金融業・保険業 株式会社八十二銀行

金融業・保険業 株式会社北陸銀行

金融業・保険業 丸三証券株式会社

金融業・保険業 三井住友信託銀行株式会社

金融業・保険業 昭和信用金庫

金融業・保険業 千葉信用金庫

金融業・保険業 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

金融業・保険業 東京東信用金庫

金融業・保険業 日本銀行

金融業・保険業 目黒信用金庫

金融業・保険業 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

金融業・保険業 アイペット損害保険株式会社

金融業・保険業 アニコム損害保険株式会社

金融業・保険業 ジブラルタ生命保険株式会社

金融業・保険業 株式会社かんぽ生命保険

金融業・保険業 株式会社損害保険リサーチ

金融業・保険業 共栄火災海上保険株式会社

金融業・保険業 銀泉株式会社

金融業・保険業 住友生命保険相互会社

金融業・保険業 全国共済農業協同組合連合会

金融業・保険業 損保ジャパンパートナーズ株式会社

金融業・保険業 太陽生命保険株式会社

金融業・保険業 大分県民共済生活協同組合

金融業・保険業 第一生命保険株式会社

金融業・保険業 朝日生命保険相互会社

金融業・保険業 東京海上アシスタンス株式会社

金融業・保険業 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

金融業・保険業 東京海上日動安心１１０番株式会社
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

金融業・保険業 東京海上日動火災保険株式会社

金融業・保険業 日本生命保険相互会社

金融業・保険業 明治安田生命保険相互会社

不動産業・物品賃貸業 アートアベニュー/オーナーズエージェントグループ

不動産業・物品賃貸業 旭化成不動産レジデンス株式会社

不動産業・物品賃貸業 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

不動産業・物品賃貸業 株式会社ＦＪネクストホールディングス

不動産業・物品賃貸業 株式会社ＴＯＫＹＯ ＮＥＴ ＷＯＲＴＨ

不動産業・物品賃貸業 株式会社カワムラ建設

不動産業・物品賃貸業 株式会社クレアスライフ

不動産業・物品賃貸業 株式会社バレッグス

不動産業・物品賃貸業 株式会社ボルテックス

不動産業・物品賃貸業 株式会社ランドネット

不動産業・物品賃貸業 株式会社日本エスコン

不動産業・物品賃貸業 三井不動産リアルティ株式会社

不動産業・物品賃貸業 三井不動産レジデンシャルリース株式会社

不動産業・物品賃貸業 三菱地所ハウスネット株式会社

不動産業・物品賃貸業 住友林業レジデンシャル株式会社

不動産業・物品賃貸業 東急リバブル株式会社

不動産業・物品賃貸業 野村不動産ソリューションズ株式会社

不動産業・物品賃貸業 野村不動産パートナーズ株式会社

不動産業・物品賃貸業 トヨタモビリティサービス株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 ＴＭＩ総合法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 ひかり総合法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 ベリーベスト法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 弁護士法人ＧＶＡ法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 弁護士法人アディーレ法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 弁護士法人イージス法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 弁護士法人森・濱田松本法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 弁護士法人西村あさひ法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 弁護士法人大野総合法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 ｉＲＣコンサルティング株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 ＰｗＣ京都監査法人

学術研究、専門・技術サービス業 Ｓｉｄｅ Ｋｉｃｋｓ株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 Weber Shandwick (IPG group)

学術研究、専門・技術サービス業 アクセンチュア株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 ソウルドアウト株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 ディップ株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 デル・テクノロジーズ株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 ブリッジインターナショナル株式会社

学術研究、専門・技術サービス業 一般財団法人日本不動産研究所

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社Ｄ２Ｃ
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社ｓｉｚｅｂｏｏｋ

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社アドレクス

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社インフィニティエージェント

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社クロス・マーケティング

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社シアンクリエイティブ

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社ノムラシステムコーポレーション

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社ベイカレント・コンサルティング

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社マッキャンエリクソン

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社リング・コンサルティング・グループ

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社船井総研コーポレートリレーションズ

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社電通カスタマーアクセスセンター

学術研究、専門・技術サービス業 株式会社電通デジタル

学術研究、専門・技術サービス業 青和特許法律事務所

学術研究、専門・技術サービス業 税理士法人ステップスパートナーズ

学術研究、専門・技術サービス業 有限責任あずさ監査法人

宿泊業･飲食サービス業 アパグループ株式会社

宿泊業･飲食サービス業 リゾートトラスト株式会社

宿泊業･飲食サービス業 株式会社星野リゾート

生活関連サービス業・娯楽業 アイ・ケイ・ケイ株式会社

生活関連サービス業・娯楽業 ジェントス株式会社

生活関連サービス業・娯楽業 株式会社BEST HERBS

生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ソシエ・ワールド

生活関連サービス業・娯楽業 株式会社ビジョナリー・ライズ

生活関連サービス業・娯楽業 株式会社フジヤ

教育、学習支援業 学校法人アトンメント会

教育、学習支援業 学校法人安部幼稚園

教育、学習支援業 学校法人岩崎学園

教育、学習支援業 学校法人亀井学園

教育、学習支援業 学校法人橘学苑

教育、学習支援業 学校法人松本学園

教育、学習支援業 学校法人聖ウルスラ学院

教育、学習支援業 学校法人聖公会北関東学園

教育、学習支援業 学校法人聖心女子学院

教育、学習支援業 学校法人朝霞学園

教育、学習支援業 学校法人福音学園

教育、学習支援業 株式会社やる気スイッチグループ

教育、学習支援業 公立・高等学校・埼玉県

教育、学習支援業 公立・小学校・愛知県

教育、学習支援業 公立・小学校・横浜市

教育、学習支援業 公立・小学校・宮崎県

教育、学習支援業 公立・小学校・京都市

教育、学習支援業 公立・小学校・埼玉県

教育、学習支援業 公立・小学校・東京都

教育、学習支援業 公立・中学校・千葉県

教育、学習支援業 国際医療福祉大学・高邦会グループ
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

教育、学習支援業 宗教法人日本基督教団鎌倉教会

教育、学習支援業 東京都

教育、学習支援業 東京都公立大学法人

教育、学習支援業 日本基督教団中目黒教会

教育、学習支援業 ＧＴＳ協同組合

教育、学習支援業 格致学苑

教育、学習支援業 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

教育、学習支援業 株式会社フーレイ

教育、学習支援業 株式会社向学舎グループ

教育、学習支援業 特定非営利活動法人放課後ＮＰＯアフタースクール

医療、福祉業  国家公務員共済組合連合会虎の門病院

医療、福祉業 IMSグループ

医療、福祉業 医療法人社団クリノヴェイション

医療、福祉業 医療法人社団ティースプランニング

医療、福祉業 医療法人社団めぐみ会

医療、福祉業 一般財団法人太田綜合病院

医療、福祉業 戸田中央医科グループ

医療、福祉業 メディカル・ケア・サービス株式会社

医療、福祉業 ライクアカデミー株式会社

医療、福祉業 ロングライフホールディング株式会社

医療、福祉業 公立・保育士・横浜市

医療、福祉業 学校法人三幸学園

医療、福祉業 株式会社アライブメディケア

医療、福祉業 株式会社グッドライフ

医療、福祉業 株式会社ニチイ学館

医療、福祉業 株式会社ベネッセスタイルケア

医療、福祉業 株式会社東急キッズベースキャンプ

医療、福祉業 公立・保育士・東京都（特別区）

医療、福祉業 公立・保育士・南足柄市

医療、福祉業 社会福祉法人まちのひ

医療、福祉業 社会福祉法人育成舎

医療、福祉業 社会福祉法人森友会

医療、福祉業 社会福祉法人武蔵野会

医療、福祉業 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

医療、福祉業 社会保険診療報酬支払基金

医療、福祉業 地方公務員（都道府県）・千葉県

医療、福祉業 鶴翔会

複合サービス事業 日本コープ共済生活協同組合連合会

複合サービス事業 日本郵便株式会社

サービス業（他に分類されないもの） 宗教法人浅間神社

サービス業（他に分類されないもの） ＫＣＪ ＧＲＯＵＰ 株式会社

サービス業（他に分類されないもの） ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社

サービス業（他に分類されないもの） ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社

サービス業（他に分類されないもの） ＴＢＣグループ株式会社

サービス業（他に分類されないもの） ＸＭｉｌｅ株式会社
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就職先(2022年3月学部卒業生)
産業分類 企業名

サービス業（他に分類されないもの） トランスコスモス株式会社

サービス業（他に分類されないもの） パーソルキャリア株式会社

サービス業（他に分類されないもの） ライクスタッフィング株式会社

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社ＦＥＥＬ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社アウトソーシングテクノロジー

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社サピエント

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社スタートライン

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社ダイブ

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社トライトエンジニアリング

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社プライムアシスタンス

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社プラザクリエイト

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社フレアス

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社マーキュリー

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社マイナビ

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社リログループ

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社昭栄美術

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ

サービス業（他に分類されないもの） 株式会社福禄寿

サービス業（他に分類されないもの） 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社

サービス業（他に分類されないもの） 綜合警備保障株式会社

サービス業（他に分類されないもの） 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

サービス業（他に分類されないもの） 日研トータルソーシング株式会社

公務 自衛隊

公務 衆議院

公務 水産庁

公務 内閣府

公務 海老名市役所

公務 鎌ケ谷市

公務 警視庁

公務 鴻巣市役所

公務 地方公務員（特別区）・東京都

公務 日野市役所

公務 北本市役所

・2022年5月1日現在

・順不同 個人情報保護のため掲載許可を得た学生のみ掲載しています。

・企業名は、学生本人からの報告に基づいています。
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