
学科名

ドイツ語学科 英語学科 フランス語学科 交流文化学科 言語文化学科 経済学科 経営学科 国際環境
経済学科 法律学科 国際関係法学科 総合政策学科
茨城セキスイハイム アメリカンエンジニアコーポレイション 岡谷建材 クラウン アネシス コムテック 一条工務店 アキュラホーム 群馬ホーム
コプロ・エンジニアード 秩父産業 原田左官工業所 タマホーム 茨城セキスイハイム セイフル 積水ハウス キャプティ 興建社

マルゴ パナソニック ホームズ北関東 群馬セキスイハイム 積水ハウス 黒沢建設
リスコンス メッドコミュニケーションズ 小林工芸社 丹青社 タマホーム

大東建託 日本住宅 ニッタン
ツツミワークス 日本設備工業 三機工業
長谷工コミュニティ 日立建設設計 ワールドコンストラクション

前田道路 平岩建設 ＡＭプランナー
牧野電設 ＮＩＰＰＯ ＮＩＰＰＯ
ヤマテ・サイン
リック
ELJソーラーコーポレーション

アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ オーデリック スガツネ工業 旭ダイヤモンド工業 アイチコーポレーション アクアプロダクト アイワイフーズ 岡部 アイチコーポレーション 伊藤園
アイワイフーズ 遠藤照明 住友化学 スリーエス アルビオン アイリスオーヤマ エフピコ アルケア 川本製作所 アプライドマテリアルズジャパン 京セラ
エイム オカムラ ヒダン ディーエイチシー イチカワ エア・ウォーター防災 岡部新電元 茨城食品ガーリック工業 キヤノンファインテックニスカ 樫山工業 サントリービバレッジサービス

広芸インテック オカモト ポンパドウル 東芝ライフスタイル エイム 川島製作所 オカムラ 角光化成 大建工業 京セラ しげる工業
小松製作所 オムロン 三菱自動車工業 東洋水産 エムケー精工 菊池食品工業 小池酸素工業 川島製作所 大和冷機工業 クボタケミックス テイ・エステック
シュマルツ 関東化学
















































 桃谷順天館 マニー カネカメディックス コヤマ タカラスタンダード クラウン・パッケージ 天彦産業 日本ケミコン 日立製作所
ジョンソン・エンド・ジョンソン 京セラ ｕｎ樹 ギャレット 三協フロンテア ツインバード工業 グンゼ ノダ 廣瀬建材 三菱鉛筆
ダイワハイテックス 共同印刷 キリウ 三共木工 月島機械 ジーシー 前澤給装工業 三菱ふそうトラック・バス ヤクルト本社
鶴見製作所 共和 ジアス サントリービバレッジサービス テクノ・セブン 染めQテクノロジィ 三菱鉛筆 横浜ゴム ＳＵＢＡＲＵ
テレフィット 貴和製作所 新日本工機 新光電気工業 なとり 太陽誘電 武蔵野フーズ ＩＨＩフォイトペーパーテクノロジー ＵＡＣＪ
ニチアス コスモヘルス 千住金属工業 シンワ工業 日新シール工業 タカラスタンダード 明電舎 ＪＦＥコンテイナー
日本デジタル研究所 資生堂 テルモ 田中産業 日本化学産業 東芝映像ソリューション ＫＯＡ
森紙業 千住金属工業 日本航空電子工業 タマノイ酢 日本化成 トーモク
モリタ東京製作所 タケウチ 富士通インターコネクトテクノロジーズ タムロン 日本コンクリート工業 トップ
ＫＯＡ タマノイ酢 ユーハイム 東芝テック 日本精工 日穀製粉

日本ケーブル トーモク 日本電気 日精樹脂工業
日本精機 日軽パネルシステム 日本モレックス 日本アンテナ
フコク 日鉄ケミカル＆マテリアル バスクリン 日本ケイテム
ブリヂストンサイクル 日本モレックス 日野自動車 マキタ
フレクストロニクス・インターナショナル ノダ 富士食品工業 ＡＧＣグラスプロダクツ

ミズホ 富士エンヂニアリング 富士通アドバンストエンジニアリング ＳＴＩフードホールディングス

ミネベアミツミ 北陸コカ・コーラボトリング

横浜ゴム マリンフーズ マツモト
NECディスプレイソリューションズ ミヨシ油脂 EAファーマ

ミルコン
武蔵野フーズ
リファインホールディングス

F.ｴﾈﾙｷﾞｰ供給業 イーレックス 東京ガスパイプネットワーク ジェイエイエナジー埼玉 ETSホールディングス

コンピュータ・ハイテック アクティアス アール・アンド・エー・シー アイレット アイ・アイ・エス アイエスエイプラン アール・アンド・エー・シー 赤旗編集局 アシスト アズコムデータセキュリティ 沖縄タイムス社
ジェイエスフィット アット東京 アクト・インフォメーション・サービス 全研本社 アクシス・クリエイト アイシーズ アイエスエフネット イーグリッド イーゼ アドービジネスコンサルタント コンピュートロン
ソフタス コンサルティング・エムアンドエス 伊藤忠テクノソリューションズ テラスカイ イズム アイティーデザイン アイトライ イーツー インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ エヌアイデイ サイバーネーション

ティー・アイ・シー システムシェアード オフィス・スペース トウ・ソリューションズ インフォメーションクリエーティブ アジャイルメディア・ネットワーク アクト エスペラントシステム ウィツ ジャステック ソフトウェアシステム

帝国データバンク 日本アイビーエム・ソリューション・サービス クイックサーブ 西日本新聞社 コミット アルテニカ アルクテラス エスワイシステム ウィットスタジオ ディップ ニーズウェル
ディップ パーソルプロセス＆テクノロジー グッドワークス 日本ビジネスマネージ コムテック アルファアーキテクト アルファアーキテクト エヌ・ティ・ティ・システム開発 ヴィンクス ドコモ・システムズ 日本スポーツ企画出版社

テクバン 富士通コミュニケーションサービス サルベージ プラトン ビー・エム・シー アルファシステムズ アルファシステムズ コムチュア エイトネットワークス 東日本放送 フルスピード
日本オラクル フューチャークリエーションファクトリー 総合システム情報 ヤマトシステム開発 リットーミュージック インテックソリューションパワー アルファプラス 鹿沼ケーブルテレビ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ブライセン ALLCONNECT
日本ビジネスデータープロセシングセンター ボードルア ソルト 楽天モバイル GROVE インフォメーションサービスフォース イー・ガーディアン 帝国データバンク エムエスピー
ネイキッド ボールド ネクストステージ Freewill ＳＢＸ ヴィンクス インテック ディップ コムネットシステム

ノーザ 楽天 ノードコムコア SHT エヌ・ティ・ティ・コムウェア ウイング ＣＩＪ サン・エム・システム

プリシード・システムズ Earth Technology ファルコン エヌ・ティ・ティ・システム開発 オールフォーエスピー ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア システムインテグレータ

CVCF ＳＥＴソフトウェア マークラインズ エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス かんぽシステムソリューションズ ＴＩＳ シャンテリー
Ｏｌｉｖｉｅｒ WEND ＡＧＳ エヌアイシー・ネットシステム キャリアデザインセンター しんきん情報システムセンター

Rセキュリティ ＪＡＬインフォテック オプロ 共同コンピュータ テクノスジャパン
クロスキャット クライム ニックス
ケーブルテレビ コナミデジタルエンタテインメント 日本データリンク
コンピュータネットワーク コムテック バーチャレクス・コンサルティング

コンピュータマネジメント サイオステクノロジー 美容経済新聞社
サイファー サンソウシステムズ フィクシー
ジェイ・ブロード ジェーエムエーシステムズ 富士ソフト
システム総研 システムエグゼ マイナビ
ソフトウェアコントロール スポカレ ライト通信
第一コンピューター ソフトウェアコントロール ラボテック
ティー・アイ・シー ソフトバンク リンクレア
ティエム2 テイクス FITEC
帝国データバンク ディップ Human Investment

ドコモ・サポート テックスエンジソリューションズ ＪＲ東日本情報システム

日本経営データ・センター ネイキッド ＮＴＴテクノクロス
日本電子計算 ネットワーク ＮＴＴ東日本－関信越

パーソルプロセス＆テクノロジー パーソルプロセス＆テクノロジー qnote
富士ソフト 光通信
プレイス＆アビリティ ファーストペンギン

マジックウェイ プラス
マネージメントサービス プラスアルファ・コンサルティング

リンクアット・ジャパン プラトン
ＡＧＳ フルスピード
CPS フレックシステムズ

ＫＤＤＩ ベイル
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス ベネフィットジャパン

ＮＥＣソリューションイノベータ ポート
NetWisdom マイナビ
ＮＴＴデータ・エマーズ メディアクリエイトコミュニケーションズ

NTT印刷 ラディアント・ソリューションズ

ＮＴＴ東日本－関信越 ランサーズ
ＴＤＣソフト リンクレア
ＴＫＣ ＡＧＳ

ＤＴＳ
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング

Freewill
ＪＲＡシステムサービス

ＫＤＤＩ
ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア

ＮＴＴ東日本－関信越

ＴＫＣ
ＹＣＣ情報システム

近物レックス エアアジア・ジャパン 空港ターミナルサービス インターナショナルエクスプレス 旭タンカー アーク引越センター 空港ターミナルサービス 山九 キユーソー流通システム 東海旅客鉄道
国際興業 花王ロジスティクス スカイマーク 全日本空輸 インターナショナルエクスプレス キリングループロジスティクス 国際自動車 鈴与 鴻池運輸 西日本旅客鉄道
ジェットスター・ジャパン カタール航空 全日本空輸 大王海運 全日本空輸 花王ロジスティクス ジャパンクイックサービス 山九 西武鉄道 山九 日立物流東日本
スイスポートジャパン 空港ターミナルサービス 日本航空 ディー・エイチ・エル・ジャパン 中国南方航空 シモハナ物流 商船三井ロジスティクス 西濃運輸 東亜物流 商船三井ロジスティクス

スカイマーク ケイヒン ＡＮＡエアポートサービス 西日本鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 スターフライヤー 全農物流 東京地下鉄 全日本空輸
センコーグループホールディングス 山九 ＪＡＬスカイ 日本航空 南海エクスプレス パスコ 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 東都自動車 全農物流
全日本空輸 首都圏新都市鉄道 ランテック 日新 東日本旅客鉄道 日本通運 ナカムラロジスティクス 日本梱包運輸倉庫 羽田空港サービス

辰巳商会 住商グローバル・ロジスティクス ＡＮＡ成田エアポートサービス 日通・パナソニックロジスティクス 日立物流首都圏 東日本旅客鉄道 日本通運 東日本旅客鉄道 三井物産グローバルロジスティクス

東海旅客鉄道 全日本空輸 ＪＡＬスカイ 日本航空 丸和運輸機関 富士倉庫 北海道旅客鉄道 日の丸交通 矢吹海運
日本貨物鉄道 大東港運 ＮｏｋＳｃｏｏｔ 日本通運 ＡＮＡエアポートサービス ホンダロジスティクス ワールドエンタプライズ ホームロジスティクス ANA関西空港
日本航空 東海旅客鉄道 ＺＩＰＡＩＲ　Ｔｏｋｙｏ 羽田空港サービス ＪＦＥ物流 ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏ 三菱ケミカル物流
東日本旅客鉄道 東京地下鉄 物産ロジスティクスソリューションズ ANA関西空港 ＳＢＳロジコム
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 日陸 郵船ロジスティクス

三井倉庫ロジスティクス 日本クルーズ客船 ＡＮＡエアポートサービス

G.情報通信業

2019年度学科別就職先一覧

D.建設業

E.製造業

H.運輸業
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学科名

ドイツ語学科 英語学科 フランス語学科 交流文化学科 言語文化学科 経済学科 経営学科 国際環境
経済学科 法律学科 国際関係法学科 総合政策学科

2019年度学科別就職先一覧

郵船ロジスティクス 日本航空 ＡＮＡ成田エアポートサービス

ＡＮＡエアポートサービス 日本交通
ＡＮＡ成田エアポートサービス 日本通運
ＪＡＬスカイ 羽田空港サービス

ＪＡＬスカイサービス 東日本旅客鉄道
フェデラルエクスプレスジャパン

富士フイルムロジスティックス

ペガサスグローバルエクスプレス

丸和運輸機関
三井物産グローバルロジスティクス

郵船ロジスティクス

ユニコロジスティクス・ジャパン

ユニトランス
ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏ
ＡＮＡケータリングサービス

ＡＮＡ成田エアポートサービス

ＤＨＬグローバルフォワーディングジャパン

ＪＡＬグランドサービス

カインズ あさひ エノテカ アインファーマシーズ アインファーマシーズ アイスコ 愛電 クオールホールディングス アーバンリサーチ ウエルシア薬局 アラ
クリエイトエス・ディー アディダスジャパン サミット イオンリテール アトラス 青山商事 あしたるんるんラボ グルーヴ・ディレクション アルページュ 加賀電子 オフィスサプライ
コネクシオ アド・メディカル 資生堂ジャパン エノテカ 宇仁繊維 アディダスジャパン アダストリア サイサン イオンリテール セブン－イレブン・ジャパン キヤノンシステムアンドサポート

坂口 イッセイミヤケ ジョンマスターオーガニックグループ 花王カスタマーマーケティング エーシーエヌ イトーヨーカ堂 アルファグループ サミット エース工機 ダイレクト・リンク キング
スミスメディカル・ジャパン カネボウビューティカウンセリング セキ薬品 かねまつ エフ・ディ・シィ・フレンズ エネサンス関東 イーオクト（e.oct） サンゲツ エンパイヤ自動車 タカラコーポレーション 小泉成器
日産サティオ埼玉 キタムラ 大興物産 三協 大島椿 エフティグループ イオンリテール サンワテクノス 大塚商会 日本ビジネスシステムズ ネッツトヨタ埼玉
日産部品中央販売 群馬トヨタ自動車 日産プリンス東京販売 ジユン カスミ 大塚商会 イトーヨーカ堂 ジンズ オムロンヘルスケア 東日本コベルコ建機 三井食品
日本ビジネスシステムズ 小泉成器 ファーストリテイリング ドゥクラッセ カワサキモータースジャパン 岡谷エレクトロニクス イハシライフ 生活協同組合コープみらい カスミ プラザクリエイト 山星屋
ネクステージ コメリ フジクリーン工業 長瀬産業 クオールホールディングス オザックス ウイン・インターナショナル 髙山 小泉 プレミアアンチエイジング BuySellTechnologies

ビジョン コーンズテクノロジー 三井物産プラスチック ナブコシステム ケーアイ・フレッシュアクセス クオールホールディングス エアウィーヴ トレジャー・ファクトリー 埼玉スバル ベンダーサービス
日立ハイテクフィールディング 三甲 三菱電機住環境システムズ 日立コンシューマ・マーケティング コアスタッフ クスリのアオキ エプソン販売 ビジョン 埼玉ダイハツ販売 馬里奈
メトロキャッシュアンドキャリージャパン 昭和興産 メガネフラワー ビショップ 正栄食品工業 小島電機工業 大塚商会 日立空調関東 笹野マックス 宮田
ライフコーポレーション 成城石井 モリリン レナード ストライプインターナショナル コナカ ガモウ ブリヂストンタイヤジャパン サンメディックス
レッドブルジャパン そごう・西武 良品計画 ＴＡＳＡＫＩ セブン－イレブン・ジャパン コンフェックス 関東いすゞ自動車 フレッセイ タウ
600 ソニー・インタラクティブエンタテインメント ローソン タペストリー・ジャパン合同会社 サイサン キヤノンシステムアンドサポート マックスマーラジャパン 髙山
Looop ダイアナ タリーズコーヒージャパン サタケ 共立製薬 万方商会 タペストリージャパン

lululemon（ルルレモン） 津田屋 東京シティ青果 佐藤金属 三共生興アパレルファッション BANKANわものや 東京ガス横浜中央エネルギー

ＮＡＡリテイリング トゥモローランド 日本百貨店 サンベルクスホールディングス クスリのアオキ ＪＫホールディングス 栃木屋
トーハン 野澤組 システナ グリーンハウス ＬＩＸＩＬトータル販売 日産部品中央販売

ドン・キホーテ ハピラ 昭和電機産業 ケント照明 日商エレクトロニクス

日興通信 ハンファＱセルズジャパン シルバーとっぷ コジマ 日通商事
日清商事 フィールグッド 新明電材 コスモス薬品 日本アクセス
ネクステージ フィッツコーポレーション 神明ホールディングス コニカミノルタジャパン ノエビア
はせがわ酒店 プレナス スズケン コネクシオ ノジマ
パナック フロンティア セキ薬品 サンマリノ ビッグモーター
バロックジャパンリミテッド ベルーナ セブン－イレブン・ジャパン サンメディックス 冨士機材
ハンプティーダンプティー 松田産業 外林グループ 柴田屋酒店 ホシザキ東京
ファーストリテイリング ヤオコー ゾフ 上新電機 堀川産業
フェスタリアホールディングス 山星屋 ソフトバンクコマース＆サービス 新光商事 マミーマート
フジテックス D&X ダイワボウ情報システム セキュア 三ッ輪産業
ブラザーフッド・コーポレーション ＧＳＩクレオス タウ ゼビオ ヤオコー
フルサトグループ ＮＡＡリテイリング ダブリュ・アイ・システム セブン－イレブン・ジャパン ユーニック
ブルックスブラザーズジャパン ダンロップタイヤ関東 そごう・西武 ヨドバシカメラ
ベルク 長印 外林グループ ＦＥＥＬ
ホンダトレーディング ツツミ 髙山 ＯＣＳ
三菱食品 デイトナ・インターナショナル 中央鋼材 ＰＡＬＴＡＣ
ＥＬＧＣ 東京日野自動車 都築電気
ＮＡＡリテイリング 東京鋲兼 東急ストア
ＰＡＬＴＡＣ トヨタモビリティ東京 獨協メディカルサービス

TOKYO BASE 鍋林 トラスコ中山
にしむら トレジャー・ファクトリー

日清医療食品 ニップコーポレーション

日本酒類販売 日本酒類販売
ノア商社 日本ビジネスシステムズ

ハイビック ハートマーケット
パナソニック産機システムズ 東日本セキスイ商事

ビームス 光アルファクス
プラザクリエイト本社 菱電商事
ベイシア フジモトＨＤ
ベルーナ ブックオフコーポレーション

マルエツ ブラザー販売
三菱電機住環境システムズ 堀川産業
メガネフラワー ホンダベルノ新栃木

ヤオコー マッシュスタイルラボ

ユース マルイチ産商
ユザワヤ商事 三菱商事ＲｔＭジャパン

ユニオントレーディング ヤオコー
ヨコハマタイヤジャパン ヤナセ
良松 ヤマダ電機
ヨネイ 山星屋
リコージャパン 和気産業
ワールドストアパートナーズ ユナイテッドアローズ

ＩＤＯＭ ヨコハマタイヤジャパン

ＪＫホールディングス ヨドバシカメラ
ＬＩＸＩＬビバ リコージャパン
Mind Rise HOYAアイケアカンパニー

ＮａＩＴＯ ＬＩＸＩＬビバ
ＴＯＫＡＩホールディングス Meisin

NAAリテイリング
Ｏ（オー）
QVC ジャパン

城北信用金庫 アナザーレーン イオンフィナンシャルサービス あいおいニッセイ同和損害保険 あかぎ信用組合 足立成和信用金庫 あいおいニッセイ同和損害保険 青木信用金庫 アコム 城北信用金庫
セディナ 東京海上インターナショナルアシスタンス 大分銀行 青い森信用金庫 アコム 岡三証券 朝日信用金庫 秋田銀行 亀有信用金庫 スルガ銀行
東和銀行 東京東信用金庫 京葉銀行 群馬銀行 朝日信用金庫 オリエントコーポレーション きらぼし銀行 朝日信用金庫 カーリットホールディングス 東和銀行
明治安田生命保険 富国生命保険 諏訪信用金庫 城北信用金庫 足利銀行 北群馬信用金庫 城北信用金庫 足利銀行 群馬銀行 東日本銀行

りそなホールディングス 日本賃貸保証 大和証券投資信託委託 イオンフィナンシャルサービス 共栄火災海上保険 第一生命保険 イオン銀行 常陽銀行
丸三証券 東京海上日動火災保険 エムエスティ保険サービス ジャックス 千葉興業銀行 神奈川県市町村職員共済組合 ソニアキューブ

東京東信用金庫 オリエントコーポレーション 住友生命保険 亀有信用金庫 千葉興業銀行
栃木銀行 烏山信用金庫 ソニー生命保険 熊谷商工信用組合 武蔵野銀行
富国生命保険 かんぽ生命保険 第一生命保険 京葉銀行 明治安田生命保険

明治安田生命保険 群馬銀行 千葉銀行 千葉興業銀行
埼玉縣信用金庫 中国工商銀行 千葉銀行
常陽銀行 東京信用金庫 利根郡信用金庫
住友生命保険 栃木銀行 長野信用金庫
セコム損害保険 日本マスタートラスト信託銀行 日本生命保険
中央労働金庫 福島信用金庫 八十二銀行
東邦銀行 むさし証券 富士宮信用金庫
栃木銀行 武蔵野銀行 丸三証券
長野県信用農業協同組合連合会 ゆうちょ銀行 水戸証券
日本賃貸保証 ラクーンホールディングス 武蔵野銀行
ビズプラットフォーム りそなホールディングス 明治安田ビジネスプラス

北都銀行 りそなホールディングス

I.卸売・小売業

H.運輸業

J.金融・保険業
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経済学科 法律学科 国際関係法学科 総合政策学科
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北海道銀行
三菱ＵＦＪ信託銀行

武蔵野銀行
明治安田生命保険

結城信用金庫
りそなホールディングス

ＩＵ
USEN-NEXT HOLDINGS

カシワバラ・グラウンド アパ 住商アーバン開発 アクティオ 空港施設 アサヒファシリティズ アクティオ 小田急ビルサービス アズパートナーズ ジェイ・エス・ビー 飯田ホームトレードセンター

住友不動産販売 アパグループ セブン＆アイ・クリエイトリンク ヴィス ケン不動産リース イオンプロダクトファイナンス アパグループ オープンハウス 飯田産業 首都圏リース エイブル
ポラス 共立メンテナンス 長谷工アーベスト プロパティエージェント イオンモール イマギイレ 木下不動産 小田急ビルサービス 大東建託パートナーズ 東急リバブル
山元 グローバルトラストネットワークス グッドライフ インヴァランス オープンハウス ニッテイホールディングス

ＮＤＴ ポラス スターツアメニティー エグジスタンス コインパーク ハウスコム
SPILYTUS スターツコーポレーション オリックス自動車 サンティエ

ティーケーピー カチタス スター・マイカ
東急リバブル 共立メンテナンス 大京穴吹不動産
日本住宅流通 三経ビルディング 大東建託リーシング

野村不動産アーバンネット スターツコーポレーション ファイブイズホーム

ポラス ダイニチ ポラス
三井不動産リアルティ 東急リバブル マーキュリー

東京建物アメニティサポート 三井不動産リアルティ

ハウスメイトパートナーズ 三光ソフラン
プライムプレイス JRD
三井不動産リアルティ

三井不動産リアルティ千葉

ＭＥホールディングス

ＮＴＴファイナンス
S-FIT

アイプロスペクト・ジャパン アドプランナー エヌケービー エリアフォース グレイステクノロジー インタースペース エン・ジャパン アンデルセンサービス アイレップ クレイ・アンド・カンパニー 青山財産ネットワークス

ウェルビーン グラン・エム エン・ジャパン デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム エン・ジャパン オプト クイック えん道グループ IMC エン・ジャパン
オプト セルコム グレイステクノロジー 東京あさひ法律事務所 経理の特命レスキュー隊 キューブアンドカンパニー メディックス クイック 第一経営相談所
ネタもと 南青山税理士法人 広和 トライベック・ストラテジー 早戸崇倫会計事務所 ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ サイネックス ベストファーム
フロム・エージャパン ネイチャーFAS 日本エス・エイチ・エル ユニフィット サイバーエージェント 志賀国際特許事務所 ライトアップ
森・濱田松本法律事務所 FJ Solutions HARMONIA サントリーホールディングス 長・戸田総合法律事務所

税理士法人平田計理事務所 西村社会保険労務士事務所

税理士法人報徳事務所 ニトリパブリック
ＥＹ新日本有限責任監査法人 ビー・エム・エル
LIFULL Marketing Partners ベリーベスト法律事務所

NTTデータマネジメントサービス

ＴＭＧ本部
グランベルホテル 一家ダイニングプロジェクト ジェイアール東日本フーズ 京王プレッソイン ザ・ペニンシュラ東京 あきんどスシロー 東急リゾートサービス アパホテル きちりホールディングス くら寿司
住友不動産ヴィラフォンテーヌ オークウッド・プロパティー・マネジメント・サービス東京 プリンスホテル ザ・リッツ・カールトン東京 陣屋 一家ダイニングプロジェクト トランジットジェネラルオフィス ザ・キャピトルホテル　東急 近鉄・都ホテルズ 日比谷Bar
帝国ホテル くら寿司 三井不動産リゾートマネジメント 星野リゾート・マネジメント 東急リゾートサービス プリンスホテル 南西楽園リゾート トリドールジャパン くらコーポレーション 森ビルホスピタリティコーポレーション

ニュー・オータニ 古まん リゾートトラスト 吉田屋 日本ビューホテル 湯元舘 プリンスホテル すかいらーくホールディングス

ブルーノート・ジャパン ザ・ホテリエ・グループ赤坂 TRUNK ＭＴ＆ヒルトンホテル 吉野家 ルートインジャパン ブルーウェーブ ゼンショーホールディングス

星野リゾート ただいまジャパン リゾートトラスト 星野リゾート・マネジメント 星野リゾート
星野リゾート・マネジメント 東急リゾートサービス 森ビルホスピタリティコーポレーション C3
三井不動産ホテルマネジメント 東武ホテルマネジメント ルートインジャパン

リゾートトラスト トリドールジャパン Backpackers’Japan

ルートインジャパン 日本ホテル TRUNK
プリンスホテル
ペッパーフードサービス

星野リゾート・マネジメント

ホスピタリティオペレーションズ

マンダリン・オリエンタル東京

森ビルホスピタリティコーポレーション

ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

ＭＴ＆ヒルトンホテル

アテナ アイ・ステーション スタジオアリス アニバーサリートラベル アフロ アイング アクティオ アマナ アイング グッドタイムホーム エアトリインターナショナル

アバンズゲート アウテック ディアーズ・ブレイン カネマツ エス・ティー・ワールド あとらす二十一 ソシエ・ワールド 石坂産業 アクセスネクステージ 昭栄美術 スペース二十四
アルカンシエル アマナ ミス・パリ 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス クラブツーリズム 石川ミリオンスターズ 太平洋ゴルフサービス エスシーエス 北関東綜合警備保障 セコム パワーアップ
エイチ・アイ・エス エイチ・アイ・エス 国際サービス・エージェンシー そらまめキッズツアー エイチ・アイ・エス 東京ドームスポーツ 近畿日本ツーリスト関東 シー・アイ・シー 日本旅行 ＪＲ東日本ステーションサービス

ジェイ・エス・エス オリエンタルランド タイムズ２４ パーキングマーケット エクシオジャパン 東京不動産管理 バーンリペア セコム上信越 STAR CAREER
東武トップツアーズ ぐるなび 東武トップツアーズ バリューマネジメント オリエンタルランド トーコンホールディングス ビッグホリデー 東京設計事務所
翻訳センター ジャルセールス 日通旅行 名鉄観光サービス ガイア 日本住宅保証検査機構 ムーヴ・オン 日拓リアルエステート

JIG-SAW 総合事務サービス 日本管財 リクルートゼクシィなび 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス ファースト メンバーズ 日本自動車連盟
創和プロジェクト 日本旅行 ＪＲ東日本ステーションサービス くらしの友 ミス・パリ ラグジュアリー ビッグホリデー
テイクアンドギヴ・ニーズ 阪急交通社 四季 レントラックス ワールド航空サービス 文教スタヂオ
東武トップツアーズ ミス・パリ セコム ロハスタイル ワタベウェディング 三井物産ビジネスパートナーズ

日本旅行 レッグス セサミ ヴィエリス LINE Pay ラウンドワン
八芳園 セレブリックス 遊楽 RIZAP
メディロム 第一ビルメンテナンス ＪＴＢ
リログループ タイムズ２４ ＫＮＴビジネスクリエイト

ワールドツアープランナーズ トゥエンティーフォーセブン

Crestec　USA, INC. 日総工産
Glow 日本総合住生活
ＨＩＰＵＳ ビジョンズ
ＩＢＪ ヴィエリス
ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル マイテック
MOSAアーキテクト 三菱商事フィナンシャルサービス

郵船コーディアルサービス

ALSOK群馬
Everエフォート
NEXUS
ＮＴＴファシリティーズ

Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ
ＴＭＪ

中学校教員（東京都） 中学校教員（埼玉県） 中学校教員（東京都） 獨協学園獨協大学 中学校教員（茨城県） 獨協学園獨協医科大学 堀井学園横浜翠陵中学・高等学校 ワンコイングリッシュ 中学校教員（埼玉県） 共立女子学園 中学校教員（千葉県）

獨協学園獨協大学 高等学校教員（埼玉県） 高等学校教員（千葉県） アカデミー・オブ・ファースト・パシフィック 中学校教員（群馬県） 小松原学園 國學院大學 高等学校教員（埼玉県） 東京歯科大学 中学校教員（東京都）

高等学校教員（千葉県） 東京早稲田外国語学校 イーオン 高等学校教員（沖縄県） スプリックス イーオン 昭和第一高等学校（昭和一高学園） 市進ホールディングス 河合塾進学研究社

高等学校教員（静岡県） 獨協学園獨協医科大学 千葉黎明学園　千葉黎明高等学校 トライグループ 建築資料研究社 獨協学園獨協医科大学

川越東高等学校（星野学園） イーオン 長野清泉女学院中学・高等学校 ヒューマンアカデミー 東京日語学院
東京医科歯科大学 学究社 東京医科歯科大学

アイウエア エフェクトプラン
イーオン 学究社
英語セミナー のびのび
国大セミナー ライクアカデミー
スプリックス
ＧＡＢＡ

一般社団法人上尾中央医科グループ協議会 医療法人社団成仁 医療法人社団風林会 湘美会 上尾中央医科グループ協議会 愛誠会 茨城県厚生農業協同組合連合会 ＳＯＭＰＯケア ＩＭＳグループ ミモザ
社会福祉法人 芳洋会 医療法人新宿レディースクリニック会 草加福祉会 医療法人社団紺整会 日本赤十字社　埼玉県支部

日本ステリ ベネッセスタイルケア 埼玉医療生活協同組合 ベネッセスタイルケア

よこづか眼科 南与野たにかわ眼科 湘美会
ニチイ学館
日本赤十字社　栃木県支部

SBCメディカルグループ

日本郵便 日本郵便 日本郵便 東京中央農業協同組合 日本郵便 全国農業協同組合連合会　長野県本部 はが野農業協同組合 日本郵便
富士市農業協同組合 日本郵便 日本郵便

キャプラン アウトソーシングテクノロジー アデコ アデコ 一般社団法人ボランティアプラットフォーム アウトソーシングテクノロジー アズライト アウトソーシングテクノロジー アウトソーシングテクノロジー インターノウス アウトソーシングテクノロジー

共同エンジニアリング エフ・オー・プランニング スタッフサービス ヒューマングローバルタレント インテレクト アール・コンサルティング キャスティングロード ティージェイエス キャリアネクスト フルキャスト シティコミュニケーションズ

Q.複合サービス事業

R.その他サービス業

J.金融・保険業

K.不動産業・物品賃貸

L.学術研究、専門・技術サービス業

P.医療、福祉

M.飲食店・宿泊業

N.生活関連サービス業・娯楽業

O.教育、学習支援業
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チェッカーサポート キャプラン iDA ウィルオブ・ワーク 共同エンジニアリング キャリアリンク ヒューマニック 共同エンジニアリング メディカル・コンシェルジュ ビースタイル
日本年金機構 スタッフサービス キャプラン グラスト 原子力発電環境整備機構 マーキュリー クオレガ ライクスタッフィング

パーソナルエージェントホールディングス パーソルテンプスタッフ 公益財団法人東京都都市づくり公社 スタッフサービス 新卒採用 D＆Ｉ 高齢・障害・求職者雇用支援機構 HITOWAキャリアサポート

マンパワーグループ メンバーズキャリア スタッフサービス 高齢・障害・求職者雇用支援機構 スタッフサービス ジャスネットコミュニケーションズ MS-Japan
ワークポート レイス つなひろワールド ネオキャリア セプテンバー ジールキャリア
STAR CAREER GEEKLY パーソルテンプスタッフ ENcareer 綜合キャリアオプション テクノプロ・コンストラクション

ｉＤＡ ヒト・コミュニケーションズ ＮＥＣマネジメントパートナー 中華人民共和国駐日本国大使館 トラストグロース
Scotty's Action Sports Network lnc. NPO法人NEWVERY テクノライクス パーソルキャリア
ＵＴグループ ＵＴグループ 日建トータルソーシング ビースタイル

日本年金機構 フォーミュレーションI.T.S.

ネオキャリア マーキュリー
ビースタイル リクルートスタッフィング情報サービス

ビーネックスグループ i-plug
プレアデス JR東日本パーソネルサービス

ID＆Ｉ
栃木県人事委員会 愛媛県人事委員会 地方公務員（埼玉県・市町村） 地方公務員（兵庫県・市町村） 地方公務員（北海道・市町村） 国税庁関東信越国税局 埼玉県人事委員会 仙台市交通局 国家公務員（横浜税関） 地方公務員（千葉県・市町村） 東京都人事委員会

地方公務員（栃木県・市町村） 地方公務員（秋田県・市町村） 千葉県警察本部（地方公務員） 北海道人事委員会 地方公務員（茨城県・市町村） 長野県警察本部（地方公務員） 北海道人事委員会 自衛隊一般曹候補学生 地方公務員（神奈川県・市町村）

地方公務員（埼玉県・市町村） 地方公務員（千葉県・市町村） 栃木県人事委員会 地方公務員（埼玉県・市町村） 自衛隊一般曹候補学生 地方公務員（茨城県・市町村） 地方公務員（群馬県・市町村）

自衛隊幹部候補生 自衛隊幹部候補生 埼玉県人事委員会 地方公務員（千葉県・市町村） 地方公務員（埼玉県・市町村） 地方公務員（埼玉県・市町村）

自衛隊一般曹候補学生 地方公務員（埼玉県・市町村） 地方公務員（東京都・区役所等） 地方公務員（千葉県・市町村） 地方公務員（千葉県・市町村）

地方公務員（千葉県・市町村） 地方公務員（新潟県・市町村） 警視庁（地方公務員） 地方公務員（東京都・区役所等）

地方公務員（東京都・区役所等） 太田市消防本部（群馬県・地方公務員） 群馬県警察本部（地方公務員） 東京消防庁（東京都・地方公務員）

埼玉県警察本部（地方公務員） さいたま市消防局（埼玉県・地方公務員） 埼玉県警察本部（地方公務員）

千葉県警察本部（地方公務員） 千葉県警察本部（地方公務員）

長野県警察本部（地方公務員） 東京消防庁（東京都・地方公務員）

さいたま市消防局（埼玉県・地方公務員）

草加・八潮消防組合（埼玉県・地方公務員）

桶川北本水道企業団

自衛隊一般曹候補学生

T.分類不能 協立商会

S.公務

R.その他サービス業
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