
 2021年度学科別就職先一覧（2021年9月卒業・2022年3月卒業者）

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

A.農林業 有限会社ジェリービーンズ 合同会社ベアラファーム

B.漁業 ＮＩＰＰＯＮ　ＭＡＲＩＴＩＭＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ

D.建設業 ＯＧＩＳＨＩ ｇｒａｎｄｓ 住創館 坂田建設 アーキ・ジャパン ＪＡＰＡＮ　ＨＯＭＥ　ＷＡＮＤ（3名） Ｒｅｂｕｉｌｄ　Ｆａｃｔｏｒｙｚ ガイアート 住友林業 一条工務店

ホームテック 共同ネットワーク アキテム 旭化成ホームズ グランディハウス スガテック 日本ビソー 前田建設工業

大成建設 ヒノキヤグループ 一条工務店 岸本建設 ダイナナ 有限会社小山組 朝日工業社

大和ハウス工業 山商リフォームサービス 茨城セキスイハイム 京成建設 ヒノキヤグループ 日本道路

西松建設 近藤建設 精研 一条工務店 富士住建

太平電業 大仙 埼和興産

大東建託 大和ハウス工業 四電工

東京セキスイハイム 清水建設

東光電気工事 前田道路

日本防水工業 大和ハウス工業

E.製造業 伊藤園 シャトレーゼ 小川珈琲 共栄フード リンツ＆シュプルングリージャパン ロック・フィールド シマダヤ プリマハム トーヨーエフピー 陽進堂 いわき

麒麟麦酒 にんべん イチカワ 成美堂 伊藤園 ヒットユニオン トリンプ・インターナショナル・ジャパン 虎屋 当矢印刷 マキタ クボタ

アルアピア 三政テキスタイル 昭和企画 渡辺鉄工 山崎製パン ルックホールディングス 上海迪桑特商業有限公司 シー・エー・ピー 杏林製薬 加藤製作所 工機ホールディングス

スガツネ工業 アサヒマーケティング 中外鑛業 新光電気工業 エアウィーヴ シロトリ カントーカセイ 三進社 東ソー・シリカ 富士通フロンテック メガハウス

千代田製作所 リーブルテック ケイヒン パール金属 ゴードー 望月印刷 グラセル ＥＮＥＯＳグローブ ノーリツ 芝浦電子

小森コーポレーション 朝日印刷工業 スガツネ工業 プロテックエンジニアリング セメダイン ニチレキ 染めＱテクノロジィ サンノーバ ブンリ 新光電気工業

北越工業 ジョンソン・エンド・ジョンソン タツミ フコク 加貫ローラ製作所 ＣＪＶインターナショナル ロゼット 三和シヤッター工業

ＮＥＣプラットフォームズ ＵＥＸ 千代田製作所 後藤ガット有限会社 持田製薬 レオン自動機 日本特殊塗料 那須電機鉄工

日本アイ・ビー・エム オリオン機械 山形航空電子 酒井重工業 エンビプロ・ホールディングス 東北エプソン 千住金属工業 富士防災

パブコ マックス 富士通 日本調理機 ｉｎｄｕｓｔｒｉａ ＫＯＡ スガツネ工業 マックス

クラウン・パッケージ リケン アドバンテック 富士フイルムビジネスイノベーション バンテック 吉岡精工 日本ケミコン ヤマトプロテック

サクラクレパス レオン自動機 ユニシス 双葉電子工業 ＮＳＫマイクロプレシジョン 新日本無線 理研計器（2名） 巴工業

音羽電機工業 大生工業 日酸ＴＡＮＡＫＡ アシックス商事 アイリスオーヤマ コンテック

京セラ 大王製紙 富士フイルムビジネスイノベーション タカラスタンダード 東光高岳

新光電気工業 ＡＧＣグラスプロダクツ 三菱電機特機システム トーイン トップ

東洋電機製造 東光 大和冷機工業 国際チャート ＡＧＣグラスプロダクツ

日本エアロスペース 日本アイ・ビー・エム 田島ルーフィング ヴィヴィド・サウンド・コーポレーション

日本ケーブル トッパンインフォメディア

イシダ ＳＵＢＡＲＵ

ダーツライブ 長野計器

ＣＵＩＲ　ＣＵＯＩＯ　ＳＲＬ クリナップ

タキロンシーアイ フランスベッド

F.エネルギー供給業 東京ガスオールワンエナジー 京浜電設 田邊工業 エフビットコミュニケーションズ タケエイ

大東ガス 京葉瓦斯

東京エコサービス

G.情報通信業 ＩＮＥＳＴ アイ・ピー・エス ＭＸモバイリング ＭＸモバイリング ＮＴＴドコモ ジュピターテレコム エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ エクストリンク ＡＥＶＩＣ ＪＣＯＭ 大東システムエンジニアリング

ソニービズネットワークス Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（5名） Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＤＴＳ ＵＳＥＮ　ＩＣＴ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ＡＧＳ テラ エヌ・ティ・ティ・インターネット ＮＲＩデータｉテック ジール システムインテグレータ

ＮＴＴデータＳＭＳ Ｉ２Ｃ コナミデジタルエンタテインメント Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ソフトバンク ＤＩＲインフォメーションシステムズ ＡＧＳ アスネット ＮＴＴデータ・ニューソン ディップ ベイシア流通技術研究所

Ｒｏｓｓｏ キーマネジメントソリューションズ トランス・コスモス ＨＲ　Ｆｏｒｃｅ Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＤＴＳ ＮＳ・コンピュータサービス エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス インフォテック テクバン ランドコンピュータ

アクティブ・ワーク サイバーコム メンバーズ アステル ＮＥＣチャイナ・ソフトジャパン ＩＮＳＩＧＨＴ　ＬＡＢ ＮＴＴデータ・エマーズ コンサルティング・エムアンドエス コムコ 日本情報システムサービス

イーネット サイファー 新日本コンピュータマネジメント システムインテグレータ ＮＥＣフィールディング ＮＴＴデータ・エム・シー・エス ＰｌａｙｆｕｌＣｏ． セラク（3名） システム・アナライズ 韋駄天

シンクタンクオブジャパン システムサポート ＥＰＡＲＫグルメ ヒューマンネット インフォテックス ＴＳＲ ＳＡＬＥＳ　ＲＯＢＯＴＩＣＳ ツリーベル セコムトラストシステムズ エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

テクバン ティー・アイ・シー エクスコムグローバル ヤマハモーターソリューション エレクトロニック・ライブラリー アイティアペックス Ｔ４ｃ テプコシステムズ テプコシステムズ クラウドサーカス

リアルビズ ディップ コイックス ＺＯＺＯ クラフト アズーム アクシオ トランスコスモス・デジタル・テクノロジー ハイウェル ＳＵＮＲＩＳＥ　ＢＥＹＯＮＤ

レバレジーズ トランス・コスモス ナバック クーシー ジャステック アビームシステムズ アライドアーキテクツ ベルシステム２４ フォーカスシステムズ フレックス

総合情報開発 ナンバーワンソリューションズ ラディアントソリューションズ シーアンドエーコンピューター テラスカイ アルファシステムズ あんふぁに ラック ブレイバンステクノロジーズ

エスアイイー パーソルプロセス＆テクノロジー ディー･エイ・ティ・コーポレーション 楽天 トランス・コスモス エフコム インターコムＲ＆Ｄセンター 東芝情報システム ヤマトシステム開発

カルクル フォーカスシステムズ ベネッセホールディングス 北電情報システムサービス ネットラーニングホールディングス エム・デー・ビー ウィンキューブホールディングス 東邦システムサイエンス 第一コンピュータサービス

天公システム プライムシステムデザイン イサイ ハンモック ケーアイディー エヌ・エス・ディ コムウェイ 日本コンピュータシステム

Ａパーセント ブリリアント ポスティコーポレーション 旭情報サービス コムテック エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術 リンググループ 日本電子計算

浜島書店 マークラインズ 埼玉新聞社 恒和情報技研 コンピュータマネジメント エヌ・ティ・ティ・データ・フィナンシャル・ソリューションズ ワールド情報 富士ソフト

ライプ 中央出版 大成ネット コンピュートロン エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 日本通信サービス ＳＩＧ

日本テクノ開発 東奥日報社 アップグレード ジャノメクレディア キーウェアソリューションズ アルテニカ

日本情報システム 楽天 ソフトクリエイトホールディングス クラウドエース システミクス

ｇｒｏｘｉ エスペランス ティー・アイ・シー クレスコ システム・エナジー

ＩＩＭヒューマン・ソリューション 高橋書店 ディップ ゲイン（ゲイングループ） テクノスジャパン

ケーエムケーワールド 東映アニメーション ティビィシィ・スキヤツト サイバーコム ユニックスホールディングス

シェアリング・ビューティー テクノリサーチ サプライ 日本キャスト

ロイコム テクバン（2名） シアトルコンサルティング 日本テレメッセージ

楽天 デジタルハーツ シーエーシーナレッジ Ａｓｈ　Ｂｅｅ（アッシュ・ビー）

ベネッセホールディングス ナビッピドットコム シオステクノロジー テレテック

産業経済新聞社 ビジュアルリサーチ ソフトクリエイトホールディングス

有限会社ビジュアルヴォイス フォーエス ツリーベル

ベイシア流通技術研究所 ティー・アイ・シー

マイナビ トリプルアイズ

メンバーズ ノバシステム

リンクレア フィクシー

帝国データバンク ホープス

日立ハイシステム２１ ヤマトシステム開発

富士ソフト（2名） ラストデータ

富士通エフサス（2名） 昭和システムエンジニアリング

Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ 情報システム工学

インターネットイニシアティブ 日本システム技術

セールスフォース・ジャパン 日本電子計算（2名）

ハロネット 日立社会情報サービス

ボードルア 富士通Ｊａｐａｎソリューションズ東京

Ｓｕｎｂｏｒｎ 両毛システムズ

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン ｂｌｕｅ

ベネッセホールディングス ｇｒｏｘｉ

Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ

ＳＨＩＦＴ

エクスチェンジソリューションズ

セノー

ポート

リガーレジャパン

キャリアデザインセンター

有限会社大分合同新聞社



 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

H.運輸業 ソラシドエア イースタン・カーライナー エコーパートナーズ ＤＨＬグローバルフォワーディングジャパン（2名） ＣＫＴＳ シーエックスカーゴ 丸紅ロジスティクス ＳＢＳ東芝ロジスティクス アサヒロジスティクス ＳＧＨグローバル・ジャパン ショウトク

三井倉庫エクスプレス シーエックスカーゴ 近鉄ロジスティクス・システムズ ＳＧＨグローバル・ジャパン Ｆ－ＬＩＮＥ シンコー 商船三井ロジスティクス エフシースタンダードロジックス サカイ引越センター ディー・エイチ・エル・ジャパン

住商グローバル・ロジスティクス 丸和運輸機関 第一交通産業 センコー ダイトーコーポレーション スバル興業 西武バス フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 丸和運輸機関 丸和運輸機関

親和パッケージ 栗林商船 アロー流通サービス ソラシドエア 鴻池運輸 ティー・エル・エス 日本交通（2名） ペガサスグローバルエクスプレス 朝日航洋 国際自動車

帝都自動車交通 三協 上組 日新（2名） ヒガシトゥエンティワン 日本製紙物流 小田急交通 東海旅客鉄道（2名） 上組

日本ロジステックホールディングス 商船三井ロジスティクス 西日本鉄道 日通ＮＥＣロジスティクス（2名） 丸和運輸機関 日本通運 西鉄物流 日本貨物鉄道 東海旅客鉄道

日本引越倉庫 日本貨物航空 泰運商会 鈴江コーポレーション 秩父鉄道 名糖運輸 東海旅客鉄道 福山通運 内外トランスライン

富士フイルムロジスティックス 日本貨物鉄道 日の丸交通 東電物流（2名） 日本ロジステックホールディングス 日本ロジテム ケイヒン

日本通運（2名） 日本通運 日本オイルターミナル 富士ロジテック

鈴與 ワン・ツー・ストック 日本交通

ケイヒン（2名） 東京ロジファクトリー 明治ロジテック

国際空港上屋 ナカノ商会

中越通運 三井埠頭

鈴江コーポレーション

I.卸売・小売業 Ｊ－ＭＩＴ 森村商事（2名） モンテ物産 日通商事 テレビショッピング研究所 あらた 日通商事 良品計画 岩瀬歯科商会 アールデック カメイ

イケテイ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン 新東亜交易 小西安 ガモウ サイサン 良品計画 クニイ さが美グループホールディングス ラディックス ＰＡＬＴＡＣ

アイスコ マッシュビューティーラボ 良品計画 ＰＡＧＯＤＡ・ＪＡＰＡＮ 宇仁繊維 マリークヮントコスメチックス マルイチ産商（2名） 米久 キーコーヒー 栗原医療器械店 伊藤忠食品

双日食料 ＴＳＩホールディングス マリークヮントコスメチックス ケーオー産業 ヴィノスやまざき メディセオ 国分グループ本社 Ｄ＆Ｘ コンフェックス エービーシー商会 正栄食品工業

シークス アイスコ ヴァンパッシオン マルイチ産商 ニッカネ 瀧川 双日食料 アルパインマーケティング ドール サーモス 守谷商会

システナ ピアット 全農パールライス マルハニチロ 紀文産業 ＳＴＩフードホールディングス ＩＤＯＭ エース工機 海商水産 ＳＢ　Ｃ＆Ｓ 新明電材

ムトウ ＴＳＣ 東京デーリー 加藤産業 日清商事 ドトールコーヒー アヴネット クマヒラ 日本アクセス セブン－イレブン・ジャパン 三甲

ムラキ ジュピターコーポレーション エア・ウォーター・マテリアル 三陽物産 ＯＨＭ　Ｊａｐａｎ 丸紅食料 アルファテック・ソリューションズ 三菱電機住環境システムズ 髙山 Ｐ－ＵＰ　Ｗｏｒｌｄ 日本出版販売

光アルファクス ヤマト電機 エンパイヤ自動車 日清医療食品 アポロトレイディング 国分首都圏 オーテック 守谷商会 エム・シー・ヘルスケア ユニマットライフ イオンリテール

日本ビジネスシステムズ ラディックス サンワテクノス キタムラ サンワテクノス インターリハ システナ 扇港産業 キヤノンＩＴソリューションズ いすゞ自動車首都圏 マミーマート

五十鈴 ラプラス ハイパー サンワテクノス ホッタ サンメディックス たけでん 大崎機工 バイク王＆カンパニー エコノミー湘南 合同会社西友

堀川産業 丸紅情報システムズ リコージャパン トーカドエナジー ウメトク システナ（3名） ディーブイエックス 菱電商事 フォーバル 茨城ヤナセ ＧＮホールディングス

デンヒチ 泰盛貿易 三菱重工冷熱 富安 ナイス 栗原医療器械店（2名） ネットワンシステムズ ミツウロコヴェッセル 栗原医療器械店 埼玉トヨタ自動車 茨城トヨペット

筑波産商 日本ヒューレット・パッカード 都築電気 芝本産業 ｍｉｍｉ－Ｊａｐａｎ 三菱電機住環境システムズ パシフィックネット ルノン 入江 コスモネット 埼玉トヨタ自動車

ジェック 圓陣 東洋ハイテック 変な商社 リンベル 大塚商会 プライム・スター 芝本産業 タキゲン製造 アールビバン ニトリ

小泉 東京鋲兼 日本メディアシステム イオンリテール ベルク 椿本興業 ベイシア電器 ライフコーポレーション 紅忠スチール スマートツール トレジャー・ファクトリー

サンベルクスホールディングス 住電ＨＳＴケーブル ＪＫホールディングス ロピア マルエツ 渡辺パイプ ミロク情報サービス 山新 イーアンドケー

ドン・キホーテ ＴＡＳＡＫＩ ナイス 島忠 アダストリア 日本ビジネスシステムズ ラディックス ユニマットライフ バンダイナムコアーツ

生活協同組合ユーコープ ハーモニック イオンリテール ジェイアール東海パッセンジャーズ たちばな 岩谷産業 岡谷マート ウイルプラスホールディングス マルカ

大創産業 アマゾンジャパン合同会社 イトーヨーカ堂 ビッグモーター ポートム 月星商事 岩瀬産業（3名） ネッツトヨタ千葉 富士フイルムメディカル

アプレ イオンビッグ セブン－イレブン・ジャパン アイコミュニケーション コスモネット 東上ガス 橋本総業 茨城トヨペット Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

しまむら ウオロク ＯＴＢ－ＤＥＳＩＧＮＥＲＳ　ＧＲＯＵＰ アップビート マナベインテリアハーツ 入船鋼材 日本ビジネスシステムズ 千葉マツダ イオンリテール

ユザワヤ商事 カンセキ オアシスライフスタイルグループ いつも ＢＵＹＳＥＬＬＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ ＨＡＭＡＹＡ 日本事務器 クスリのアオキ クリエイトエス・ディー

ビジョナグループ サンベルクスホールディングス ベイクルーズ ウエルシア薬局 トレジャー・ファクトリー シモジマ 落合 クリエイトエス•ディー サンベルクスホールディングス

関東マツダ たいらや プレナス ココカラファインヘルスケア パリミキ イオンリテール ＪＦＥ商事鉄鋼建材 パリミキ スーパーみらべる

ニトリ エービーシー・マート ニトリ コジマ スーパーみらべる タキゲン製造 ヨドバシカメラ ドン・キホーテ

アインホールディングス ユニクロ ウエルシア薬局 コストコホールセールジャパン とりせん 藤原産業 レッドホースコーポレーション マルエツ

いーふらん ラコステ ジャパン ツツミ スギ薬局 ベルーナ アステックペイント 紀伊國屋書店 いーふらん

フォーキャンス 渕上ファインズ ベストメディカルサービス ビッグウイング ベルク（2名） ｍｉｍｉ－Ｊａｐａｎ 千葉薬品 しまむら

相馬商事 ａｇｒｉｃｏｅｕｌｅｓ ブルーブルーエジャパン ミスターマックス・ホールディングス エスエスケイ ベイクルーズ

豊商会 Ｔ．Ｕ．Ｃ．ＧＲＯＵＰ 安心堂 ヨーク プリモ・ジャパン フレッセイ

スズキ自販東京 成城石井 リンベル ジョイカルジャパン

ニコル・カーズ合同会社 Ｂ－ＣＲＥＷ レクリ スズキ自販千葉

ホンダカーズ埼玉 アダストリア 新生紙パルプ商事 トヨタモビリティ東京

コジマ しまむら 星野楽器 ネッツトヨタ埼玉

サカイホールディングス ワークマン 内原 ビッグモーター（2名）

ブルームヒアリング アプティ 日本直販総本社 ファミリー

エフ・ディ・シィ・フレンズ トヨタモビリティ東京 いなげや（2名） 埼玉スバル

オンデーズ ホンダカーズ埼玉 カスミ 埼玉日産自動車

フォレストホームサービス 埼玉トヨタ自動車 ドン・キホーテ 什器ジャパン

フロレット ピーシーデポコーポレーション ヤオコー ウエルシア薬局

ビックカメラ 西武プロパティーズ ゲオホールディングス

ＢＵＹＳＥＬＬＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ（2名） いーふらん ゼビオ

ＤＮＰフォトイメージングジャパン ストライプインターナショナル

アップビート 一蔵

ウエルシア薬局 ＭＩＤ

クオールホールディングス スズキ自販千葉

クスリのアオキ ダイハツ東京販売

セキ薬品（2名） トヨタカローラ埼玉

ツツミ 東部オート

パーパスエコテック コジマ

ベネフィットジャパン

ヤマダデンキ

アーサー

ウエルシア薬局（2名）

エーツー

クスリのアオキ

ゲオホールディングス

セキ薬品（2名）

ゾフ

富士薬品

和真



 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

J.金融・保険業 常陽銀行 群馬銀行 横浜銀行 群馬銀行 東京海上日動火災保険 りそなホールディングス りそなホールディングス 常陽銀行 足利銀行 足利銀行 足利銀行

塩沢信用組合 チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド 結城信用金庫 糸魚川信用組合 静岡中央銀行 群馬銀行 東和銀行 第四北越銀行 埼玉縣信用金庫（2名） 東和銀行

城北信用金庫 太陽生命保険 セディナ 東京東信用金庫 千葉銀行 常陽銀行（2名） 武蔵野銀行 武蔵野銀行（2名） オリエントコーポレーション 茨城県信用組合

巣鴨信用金庫 東京海上日動火災保険 岡三証券 アミタホールディングス 足利銀行 千葉興業銀行 茨城県信用組合 埼玉縣信用金庫 千葉県信用保証協会 亀有信用金庫

村上信用金庫 明治安田生命保険相互会社 アクサ損害保険 東和銀行 千葉銀行 高岡信用金庫 アクリーティブ ライフサロン

三菱電機クレジット エージェント・インシュアランス・グループ 武蔵野銀行 東邦銀行 真岡信用組合 オリエントコーポレーション

桐生信用金庫 栃木銀行 巣鴨信用金庫 岡三証券

埼玉縣信用金庫 武蔵野銀行（2名） ジャックス 中原証券

足利小山信用金庫 福邦銀行 住友生命保険相互会社 エルズサポート

足立成和信用金庫 かながわ信用金庫 日本生命保険相互会社 岡安商事

瀧野川信用金庫 ぐんまみらい信用組合

銚子信用金庫 城北信用金庫（4名）

長野県信用組合 瀧野川信用金庫

長野信用金庫 楽天カード

東京シティ信用金庫 岡三証券（2名）

東京ベイ信用金庫 ラクーンホールディングス

東京東信用金庫 かんぽ生命保険

アイフル 損害保険リサーチ

ちばぎん証券 第一生命保険（2名）

水戸証券 東京海上日動あんしん生命保険

東海東京証券 明治安田生命保険相互会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド

フィナンシャル・エージェンシー

太陽生命保険

第一生命保険

東京海上日動パートナーズＥＡＳＴ

日本生命保険相互会社

K.不動産業・物品賃貸 ハウスコム ＮＫコンサルティング カチタス ＬＡＮＤ　ＳＣＯＯＰ Ｊａｐａｎ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＮＳＴ Ａｐａｍａｎ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ＡＺ－ＯＮＥ ＦＥＥＬ　ＪＡＰＡＮ ＧＡＴＥＳ アイレントホーム

アイケンジャパン ルミネ アイレントホーム リビングギャラリー ＴＦＤコーポレーション ＢｌｕＡｇｅ アンビシャス ＭＥホールディングス バレッグス アパグループ（2名）

アパグループ トヨタレンタリース多摩 アパグループ 共立メンテナンス エイブル オークラヤ住宅 イオンタウン Ｓ－ＦＩＴ 三ラージ サニーライフ

プライムプレイス クレア・ドール 三井不動産商業マネジメント エル・ディー・ケイ サムティ スター・マイカ ＴＯＫＹＯ　ＢＩＧ　ＨＯＵＳＥ 三井住友トラスト不動産 ニチビル

ポラス ケン・コーポレーション タカミヤ ケイアイスター不動産 ハウスコム 一誠商事 アーバンフロンティア 大和リース

大東建託パートナーズ デュアルタップ リコーリース コインパーク ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション 学生情報センター アービック

ＦＧＬグループ・ビジネスサービス ハウスコム サニーライフ ポラス ＮＥＣキャピタルソリューション エイブル

学生情報センター ハウスウェブ ボルテックス トヨタモビリティサービス オープンハウス

パパネッツ リロパートナーズ ケイアイスター不動産（2名）

ムゲンエステート 共立メンテナンス サニーライフ

ランディックス 三菱地所ハウスネット（2名） ジャパンプライムムーバ

リアルティ ピュアジャパン セイズ

リヴ 三菱オートリース バレッグス

リスト 住友三井オートサービス ポラス

ロイヤルハウジング 三井不動産リアルティ（3名）

穴吹コミュニティ 三栄建築設計

三井不動産商業マネジメント 住協

三菱地所パークス 東急リバブル

大京穴吹不動産 アットオフィス

東急リバブル 写光レンタル販売

東急住宅リース

オリックス自動車

みずほ東芝リース

レンタルのニッケン

L.学術研究、専門・技術サービス業 ＺＥＩＮ ジャーマン・インターナショナル Ａｉｖｉｃ ＩＮＴＬＯＯＰ スマートリンク サイリス スプリーブホールディングス 小菅税理士事務所 浦和法律事務所 ＪＴＡ ＷｏｎｄｅｒＳｐａｃｅ

エイチアールワン ヒューマンクレスト シンミドウ ピーアール・デイリー 税理士法人ｂｅｔｔｅｒ タナベ経営 アイレップ ＳｏＬａｂｏ エスネットワークス Ｒｏｓｅａｕ　Ｐｅｎｓａｎｔ

マークアイ 税理士法人山田アンドパートナーズ 日本Ｍ＆Ａセンター マネジメントソリューションズ サムシングファン リプル ワークス・ジャパン

レイス デジタルアイデンティティ メディカルホットライン ヒット レイス

プリアップ 税理士法人イデアコンサルティング ブランクエスト 社会保険労務士法人プラスワン労務

福田公認会計士事務所 税理士法人 古賀会計合同事務所

Ｅｎｊｉｎ ワンスター

アイデム

アイレップ

アクシアエージェンシー

セイファート

M.飲食店・宿泊業 サイゼリヤ ザ・テラスホテルズ ＺＥＲＯＳＴ くら寿司 リゾートトラスト（2名） あきんどスシロー はま寿司 リゾートトラスト（2名） ゼンショーホールディングス はま寿司

すかいらーくホールディングス ザ・マンハッタン サイプレス 長谷川プラスイット ルートインジャパン ゼンショーホールディングス 大将軍（2名） 温故知新

あさやホテル ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 日本レストランシステム 海月館グループ 森ビルホスピタリティコーポレーション 鳥貴族ホールディングス 日本マクドナルド 星野リゾート・マネジメント

カトープレジャーグループ ニュー・オータニ リゾートトラスト 星野リゾート・マネジメント（2名） 星野リゾート・マネジメント（3名） 馬車道

三井不動産ホテルマネジメント ホテルオークラ東京 三井不動産ホテルマネジメント 大和リゾート 龍ノ巣ホールディングス

星野リゾート・マネジメント ホテルはまのゆ 星野リゾート 直島文化村

三井不動産ホテルマネジメント 旅館たにがわ

星野リゾート・マネジメント（2名）

帝国ホテル

東急リゾーツ＆ステイ

N.生活関連サービス ＢＲＩＣＫ＇ｓ ＬＤＨ　ＪＡＰＡＮ ＪＲ東日本ステーションサービス シーナッツ 東武トップツアーズ（2名） ＫＣＪ　ＧＲＯＵＰ ＮＥＸＵＳ ＬＤＨ　ＪＡＰＡＮ ＮＥＸＵＳ 綜合警備保障 ＪＲ東日本ステーションサービス

アウトソーシング 読売巨人軍 オリーブスパ 旅工房 ＪＮＣエンタープライズ ＬＤＨ　ＪＡＰＡＮ ＫＤＤＩエボルバ ＮＥＸＵＳ ＴＯＨＯシネマズ 東京水道 シンフィールド

アサンテ 日本スキー場開発 クワバラダンススクール オルソ 日拓リアルエステート ＦＡＶＯＲＩＸ　ＢＥＡＵＴＹ Ｒｅｔｔｙ ラウンドワン エリクサー 浜屋 トライズリンクス

サニックス アーリア サン・フレア 横浜八景島 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｌｉｖｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ＬＥＡＤ エフエルシープレミアム Ｆａｉｒｙ　Ｌｉｎｅ ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティーサービス

リログループ アドバンサー サンショウ Ａｗａｒｄ アサヒセキュリティ ＺＥＮ　ＰＬＡＣＥ スタジオアリス アース環境サービス ＴＢＣグループ

アミット テンナイン・コミュニケーション Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ エヌリンクス アドバンサー ビーディーエス アヴィクション本社

イデア・インスティテュート ロングライフホールディング インフィック サニックス アルファクラブ武蔵野 メディロム イオンディライト

エフエルシープレミアム 墨仁堂 綜合警備保障（2名） ノア オン・ザ・プラネット ランドスケイプ ネタもと

ネイルサロン ローズキュート シュシュ ベスト-アニバーサリー ケーホス リログループ バリオセキュア

ボーダレス・ジャパン 郵船コーディアルサービス セキュア 群成舎 ユニアデックス

マッシュ トーコン 新日本ビルサービス 三井不動産ファシリティーズ

三菱電機エンジニアリング ネクシィーズグループ 東京會舘 新井総合施設

共栄セキュリティーサービス 東電タウンプランニング 東京海上日動コミュニケーションズ

新和環境 夢真

全日警



 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

O.教育、学習支援業 中学校教員（埼玉県） 中学校教員（埼玉県）（3名） ＥＣＣ 高等学校教員（埼玉県） 中学校教員（埼玉県） 中学校教員（埼玉県） 獨協学園獨協医科大学 埼玉医科大学 拓殖大学 サイエイ・インターナショナル 中学校教員（埼玉県）

角川ドワンゴ学園　N高等学校 中学校教員（千葉県） 国立大学法人東京大学 文教大学学園（2名） 中学校教員（千葉県） 獨協学園獨協大学 獨協学園獨協大学 ステップ よつばハートクリニック エフェクトプラン

自治医科大学 中学校教員（東京都） 明日葉 北里研究所 獨協学園獨協大学 エムティープランニング トライグループ 一般社団法人　埼玉県歯科医師会 新教育総合研究会

獨協学園獨協医科大学 高等学校教員（埼玉県）（2名） ＮＯＶＡホールディングス 東京王子外国語学院 アイエスエイ フーレイ 総合資格

キカガク 浦和学院高等学校（明星学園） ｓｔａｒａ ＬＩＴＡＬＩＣＯ スプリックス 英進館

臨海 千葉工業大学 ウィル ＮＯＶＡホールディングス 浦和中央自動車教習所 新教育総合研究会

ＥＣＣ サイエイ・インターナショナル 創英コーポレーション 適正個別指導ＵＰ

みらいくインターナショナル ビズメイツ

ＮＯＶＡホールディングス ベルリッツ・ジャパン

ＳＵＮＮＹ　ＢＵＮＮＹバイリンガル育成スクール

エジュテックジャパン

ステップ

ラボ教育センター

英語セミナー

自分未来きょういく

筑波進研

P.医療、福祉 グローバルキッズ ＳＢＣメディカルグループ プリメディカ 医療法人ｉｘｉ 医療法人優光会さくらい眼科 医療法人ヒポクラテス竹村内科腎クリニック 医療法人社団東京みどり会 のぞみ 医療法人敬愛会 ニチイケアパレス 医療法人ＩＭＳグループ

社会福祉法人サンライフ ニチイケアパレス 日本赤十字社　神奈川県支部 虎ノ門中村クリニック 日本赤十字社　埼玉県支部 一般社団法人上尾中央医科グループ協議会 湘美会 医療法人社団　真高会　両角レディースクリニック 湘美会 ベストライフ

グッドタイムリビング フールケア大地 一般社団法人上尾中央医科グループ協議会 独立行政法人国立病院機構 社会福祉法人　天童会

ベネッセスタイルケア（2名） ミモザ セントケア・ホールディング ベネッセスタイルケア

木下の介護 社会福祉法人 江東ことぶき会 ベネッセスタイルケア ゆたかカレッジ

照プロ 社会福祉法人同愛会 社会福祉法人慶美会

大阪府国民健康保険団体連合会 木下の介護

Q.複合サービス事業 ＮＰＯ法人　環境パートナーシップいわて 越後ながおか農業協同組合 日本郵便 さいたま農業協同組合 さいかつ農業協同組合 埼玉県農業協同組合中央会

山形農業協同組合 佐久浅間農業協同組合 邑楽館林農業協同組合

日本郵政グループ

R.その他サービス業 Ｂｅ－Ｇｒｏｏｖｅ ウィルオブ・ワーク クリーク・アンド・リバー社 ＡＬＳＯＫ介護 ＦＵＫＵＭＩＭＩ ＢＮＧパートナーズ ＭＲＴ パソナテック ＧＥＥＫＬＹ タリスマン フジアルテ

ライズプランニング クリーク・アンド・リバー社 一般社団法人国際交流サービス協会 ベネッセスタイルケア Ｌｉｆｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ スリー・イー アウトソーシングテクノロジー ワークポート アド・イーグル フジアルテ

じょぶれい 合同会社ＥＡＳＴ　ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＳＴＲＥＡＭ アットキャド セレクティ アバンセコーポレーション ワールドコーポレーション スタッフサービス

ワークポート 木下の介護 ウィルオブ・コンストラクション ビーネックステクノロジーズ ウィルグループ ＮＰＯ法人　ＦＩＥＬＤ　ＣＲＥＡＴＥ テクノ・ライフ

近鉄コスモス ＰＥＲＳＯＬ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｗｏｒｋｆｏｒｃｅ ヒト・コミュニケーションズ フォルミカデュオ エイジェック ドリームキャリア

綜合キャリアオプション ウィルオブ・ワーク フォースバレー・コンシェルジュ マーキュリー スキルプラザ フジアルテ

特定非営利活動法人ＳＣＯＲＥ タイブレイク 韓国観光公社 ワールドインテック ツナググループ・ホールディングス マーキュリー

日本年金機構 ピックル 公益社団法人越谷市シルバー人材センター ワールドコーポレーション マーキュリー（2名） 日研トータルソーシング

日研トータルソーシング 綜合キャリアオプション マイナビワークス 日本年金機構（3名）

日研トータルソーシング メイテック

日本年金機構 日本年金機構（2名）

S.公務 埼玉県市区町村職員 東京都市区町村職員 警視庁 埼玉県市区町村職員（2名） 埼玉県市区町村職員（3名） 東京国税局 茨城県庁 東京国税局 千葉地方検察庁 厚生労働省 東京国税局

千葉県市区町村職員（2名） 自衛隊幹部候補生（2名） 自衛隊幹部候補生 栃木県市区町村職員 国税庁関東信越国税局 東京都市区町村職員 静岡県庁 東京国税局（2名） 労働基準監督官 埼玉県市区町村職員（3名）

茨城県市区町村職員 茨城県市区町村職員 東京都市区町村職員 埼玉県市区町村職員（2名） 埼玉県・消防 埼玉県庁 東京国税局 千葉県市区町村職員（2名）

警視庁 埼玉県市区町村職員（6名） 埼玉県・消防 東京都市区町村職員 千葉県市区町村職員（2名） 栃木県市区町村職員

埼玉県警察本部 栃木県市区町村職員 埼玉県市区町村職員（2名） 栃木県市区町村職員 茨城県市区町村職員

茨城県市区町村職員 千葉県市区町村職員 千葉県警察本部 長野県市区町村職員

群馬県市区町村職員 群馬県市区町村職員 自衛隊幹部候補生 新潟県市区町村職員

福島県市区町村職員 長野県市区町村職員 富山県市区町村職員

皇宮警察本部 警視庁 皇宮警察本部

千葉県警察本部 千葉県警察本部（2名） 警視庁（3名）

東京消防庁 東京消防庁 福島県警察本部

柏市消防局 千葉県・消防

自衛隊一般曹候補学生

T.分類不能の産業 お笑い芸人 ワタナベエンターテインメント 配信活動


