
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.農業 小岩井農牧
D.鉱業 松下産業

東和耐火工業 サンテック オープンハウス・アーキテクト 日立プラントサービス 藤田エンジニアリング 熊谷組 山形建設 三晃金属工業 MDI ドコモＣＳ
千代田工商 小林工芸社 住友林業ホームテック スウェーデンハウス カンドー キャッツ 竹村コーポレーション 積水ハウス 医建エンジニアリング 三菱ケミカルエンジニアリング

トヨタホームちば 大和ハウス工業 茨城セキスイハイム 大和ハウス工業 三井住友建設 ツーケン工業
パーパスエコテック 東京セキスイハイム ＩＨＩ扶桑エンジニアリング 東京セキスイハイム

ドコモＣＳ ドコモＣＳ
一条工務店 大和ハウス工業
大和ハウス工業 タマホーム
タマホーム ツツミワークス
アネシス 東武谷内田建設
創建ホーム
(有)池澤工務店
大成建設ハウジング

アエラホーム
関電工

フォクシー ぼんち ジャヴァコーポレーション 住鉱潤滑剤 ジアス コカ・コーラボトラーズジャパン ヨックモック 明星食品 キユーピー醸造 サラダクラブ 三和コンクリート工業

日経印刷 ユニリーバ・ジャパン オリエンタルモーター グラクソ・スミスクライン 廣済堂 伊藤ハム 正田醤油 旭食品 リーブルテック 朋和産業 ラッシュジャパン
理研電線 極東製薬工業 芝浦電子 資生堂 水上印刷 なとり フルハウス ロッテ 萩原印刷 イノアックコーポレーション 坂本工業
イワタボルト コスモ石油 ユニバーサル製缶 ロッテ プレ・ドゥ・ボブール 鬼怒川ゴム工業 ミサワホーム 富士通 ニチアス
日本精工 ディーエイチシー イワタボルト 日本新薬 山畜 伊澤タオル コーセー ディーエイチシー 日本航空電子工業
東芝三菱電機産業システム カナレ電気 フルヤ金属 ジョンソン・エンド・ジョンソン わらべや日洋 ワコール 大鵬薬品工業 ナカ工業 テイ・エステック
三菱自動車工業 日立アプライアンス ミネベアミツミ コタ 東京インキ ボストン・サイエンティフィックジャパン ディーエイチシー 深井製作所
トランテックス シャープ トーハツ 第一三共 日本化学工業 ミルボン ツムラ オリイメック
ノリタケカンパニーリミテド 双信電機 マーレエンジンコンポーネンツジャパン 千住金属工業 フコク 資生堂 イワブチ トーヨーカネツ
ムーンスター 日本精機 ツインバード工業 東京鐵鋼 ティエフオー 大村製作所 大和冷機工業

ウッドワン 電元社トーア 千代田製作所 エフテック 関東精機 能美防災
メガハウス 富士通 日本電鍍工業 有井製作所 太陽誘電 エイチワン
エンプラス サンケン電気 オリオン精工 エクセル製作所 インターアクション ミツバ
マブチモーター 日産自動車 タンガロイ 川本製作所 オリエンタルモーター 白十字

シード キッツ 小原歯車工業 タムラ製作所 クリナップ
クリナップ 曙機械工業 カワサキマシンシステムズ テイ・エステック 河合楽器製作所
吉野工業所 モリサワ ＴＨＫ フジオーゼックス エスビック
タカラベルモント スタンレー電気 ネグロス電工 ジーシー ルアン
吉忠マネキン 上田日本無線 日本航空電子工業 ホギメディカル 東洋佐々木ガラス

小倉クラッチ 日本光電工業 ぺんてる
スズキ インターアクション メガハウス
アズビル金門 しげる工業
フランスベッド 永大産業
タカラスタンダード オカムラ
クリナップ ニチアス
西巻印刷 タマス
ニチアス ＮＳＧインテリア
東亜レジン
エフエム
セーラー万年筆
アイリスオーヤマ
天馬
東京ガスパイプネットワーク 東彩ガス 東京ガスパイプネットワーク 東京瓦斯
東京瓦斯 本庄ガス
東彩ガス サイボウ

東日本電信電話 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 電縁 ジャストシステム ソフトバンク ジュピターテレコム 東日本電信電話 ＳＧシステム 東日本電信電話 ハイミン ・ エンタープライズ クリエイティブジャパン

日本情報システム 東日本電信電話 ニーズウェル パトリオット マクロミル ＭＫＩテクノロジーズ ソフトバンク 東京コンピュータサービス ＡＧＳ リンクレア オトトイ
コムワース ジャストシステム ネオアクシス ユアソフト エス・エム・エス・データテック ティー・シー・エフ ディー・エヌ・エー トランス・コスモス ドコモ・サポート マイナビ セラク
フューチャーインスペース ディスコ BuySell Technologies 信興テクノミスト トランス・コスモス かんぽシステムソリューションズ ＴＫＣ ディップ マイクロメイツ ディスコ ティエム2
アクト ＫＳＫ イーツー  K-BIT ハロネット リンクレア 共同コンピュータ フォースリー バンダイナムコエンターテインメント 岩手日報社 クリーブ
京セラコミュニケーションシステム アイアクト プロローグ  ビットエー キャリアシステムズ Ｓｋｙ 恒和情報技研 セルプロモート ボードルア 十勝毎日新聞社 サンライズ
ネクシスソリューションズ テクノコア カラフルカンパニー ＭＳ＆ＡＤ事務サービス ティー・アイ・シー クレオ ＬＩＮＥ  ユニソフト
システムアイ セコニック技研 すずまる リクルートホールディングス コンピュータマネジメント コムシス情報システム インフォテックス エムエスピー
東芝ソリューション販売 ディージーワン ディスコ ＴＫＣ ＮＴＴコムソリューションズ インフォテック アジアクエスト
 MIT 電子工学センター Earth Technology 日新情報システム開発 ＴＤＣソフト ミツエーリンクス テモナ

ハートランド・データ セル アイ・エス・ビー ＮＥＣソリューションイノベータ サンジゲン ウィルソフト
日本ラッド トータル 日本ディクス バンダイナムコエンターテインメント 川田テクノシステム
京セラコミュニケーションシステム デセオシステムズ ディー・エス・ケイ システム・エナジー UTテクノロジー
ＤＴＳ オノフ UTテクノロジー 日本パテントデータサービス キャリアデザインセンター

Earth Technology インフォニア Earth Technology ボードルア ムーブ
ウィルウェイ  KAGホールディングズ フォーエス ミントプロジェクト
国際産業技術 アイレット タクミインフォメーションテクノロジー

プラスアルファ・コンサルティング イノベーション プラスアルファ・コンサルティング

マイプラス ネットワーク トラスト・アイパワーズ

セルプロモート EXCEED メディアシステム
ジェイ・キャスト アイネット フォワード・インテグレーション・システム・サービス

メディア・バスターズ インフォーテック ラーニングエッジ
クライム　CLIMB Co.,Ltd UTテクノロジー
ビービー・ネットワーク オリゾンシステムズ
カイカ セコムトラストシステムズ

日本通信サービス ティー・アイ・シー
ミラクルソリューション 帝国データバンク
かんぽシステムソリューションズ ＮＥＣネッツエスアイ
ブリヂストンソフトウェア マイナビ
ヤマトシステム開発 サイプレス・ソリューションズ

マイナビ トランス・コスモス
ＪＩＥＣ クレスコ
クリナム 蓼科情報
オクタゴン エム・ユー・エス情報システム

ピラミッドフィルム 三井Ｅ＆Ｓシステム技研

パシフィックシステム

日本アクティ・システムズ

エスピック
ボールド
ビズテクニカルサポート

ネットリンクス
ベネッセコーポレーション

マーベル
ボンズ

アルプス物流 ＡＮＡ成田エアポートサービス 日本通運 南海エクスプレス 近鉄エクスプレス 日本通運 日本通運 ＳＧホールディングス 日本通運 日本通運 東海旅客鉄道
大崎 日本通運 日本航空 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン ＡＮＡ成田エアポートサービス トーエイ物流 国際自動車 ＡＮＡテレマート ヤマト運輸 キリングループロジスティクス 東日本旅客鉄道
鈴與 ＡＩＲＤＯ 全日本空輸 後藤回漕店 日本通運 ヤマトグローバルエキスプレス キリングループロジスティクス 羽田空港サービス 伊勢湾海運 鈴與 ソラシドエア
日本交通 フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 東日本旅客鉄道 日本通運 日本航空 東京急行電鉄 セイノーロジックス ＡＮＡエアポートサービス 日本空港給油 東洋埠頭 琉球海運
ＡＮＡエアポートサービス トーエイ物流 ＡＮＡエアポートサービス 二葉 ＪＡＬスカイ ナカムラロジスティクス 商船三井ロジスティクス JALスカイエアポート沖縄 東日本旅客鉄道 サン・ブリッジ
ジェイティ物流 西日本鉄道 伊藤忠ロジスティクス 大王海運 日立物流首都圏 内外トランスライン ホームロジスティクス ＡＮＡエアポートサービス

日立物流 ホンダロジスティクス 東海旅客鉄道 全日本空輸 日通ＮＥＣロジスティクス 日本航空 小田急電鉄
空港ターミナルサービス 日本梱包運輸倉庫 日本航空 シンガポール・エアラインズ・リミテッド 東日本旅客鉄道 全日本空輸 全日本空輸
全日本空輸 境港海陸運送 郵船クルーズ キャセイパシフィックエアウェイズリミテッド 東武ステーションサービス 東日本旅客鉄道
東電物流 空港ターミナルサービス 全日本空輸 ダイセーロジスティクス アウテック 丸和通運
西日本鉄道 近鉄エクスプレス 東芝ロジスティクス エーアイテイー 沼尻産業 ＡＮＡエアポートサービス

泰運商会 日本航空 キャセイパシフィックエアウェイズリミテッド ＡＮＡエアポートサービス ジャパンクイックサービス

全日本空輸 東日本旅客鉄道 ジャパントラスト
エムケイ 鈴與 トラジャルフレール
成田国際空港 エーアイテイー
ＡＮＡケータリングサービス ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏ
Ｋスカイ ダイトーコーポレーション

羽田空港グローバルサービス ＡＮＡエアポートサービス

内外日東
CKTS
スイスポートジャパン

東洋埠頭
富士倉庫

ヤマエ久野 良品計画 マリークヮントコスメチックス 全日空商事 山善 日本ペイント ドウシシャ 日通商事 アステム 井田コーポレーション あらた
島田商事 ゴディバジャパン エイ・ネット ポーラ 東京堂 東京サラヤ ゴディバジャパン ジンマー・バイオメット ジェイアール東日本商事 エアウィーヴ 旭日産業
エイチアールティーニューオータニ ビューティーエクスペリエンス イッセイミヤケ あらた エバ サイサン ナガセサンバイオ モリタ 三菱電機ライフネットワーク 三井食品 サイサン
横浜君嶋屋 ジョルジオアルマーニジャパン ジョイックスコーポレーション 江守商事 アングローバル アングローバル クリタ・ビルテック サイサン 岡谷マート マルマサフード サザビーリーグ
日本酒類販売 タンゴヤ アペックス 丸眞 ジユン 宇仁繊維 オー・ジー バイタルネット ラディックス テレビ朝日サービス ケーオーデンタル
ケーオーデンタル ビギ 柴田屋酒店 日本酒類販売 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 日本アクセス アステム NAKAGAWA ＭＸモバイリング 椿本興業 西華産業
コンピュータマインド社 カメイ・プロアクト 鈴木治作 アトラスコプコ 明治屋 西原商会 エイ・ネット トゥモローランド 獨協メディカルサービス ジンズ 第一興商
日立ハイテクソリューションズ 東海澱粉 ＩＤＯＭ マツダパーツ シルバーライフ ユアサ・フナショク ＳＨＯ－ＢＩ 清原 コーデンシTK 入船鋼材 テラダ
オーム電機 ファームシップ テリロジー 大塚商会 エレマテック 立花エレテック アングローバル モリト ハクゾウメディカル ユナイテッドアローズ 冨士機材
レナード トライデント・シーフード・アジア・インク ジンズ イシグロ 冨士機材 富士ゼロックス埼玉 ワイズトレーディング アングローバル 新光商事 群馬トヨペット ＩＤＯＭ
栗原医療器械店 久世 グラセル 三昌商事 キタムラ パナソニックＥＳネットワークス 三幸食品 柴田屋酒店 都築電気 貝印
ＩＭＣ 双日食料 ライフコーポレーション 三菱商事建材 三井情報 ハイ・アベイラビリティ・システムズ 松源 くらこんホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 東武百貨店
ジンズ 愛知産業 (有)アシストオン 物林 ＰＨＣメディコムネットワークス 昭和電機産業 大塚商会 ジャパンビバレッジホールディングス 東上ガス サミット
ヤマトマテリアル システナ プラステ セイキ販売 パナソニックシステムソリューションズジャパン エフティグループ 千代田組 日本農業 三甲 ＬＩＸＩＬビバ
サンゲツ 新明電材 レイ・カズン オリバー 光昭 ジンズ ＩＤＯＭ 大塚商会 バンダイナムコアーツ ローレル
パナック ヤシマキザイ BANKANわものや Francfranc 小松川電機 ダイワボウ情報システム 東京産業 ダイトロン カスミ
ベイシア メルセデス・ベンツ日本 羽田エアポートエンタープライズ コニカミノルタジャパン 斎長物産 シチズン・システムズ 靜甲 三菱電機住環境システムズ ツルヤ
カスミ エクセル ビッグモーター リンベル 日乃本錠前 藤田ソリューションパートナーズ 東和電気 日産自動車販売 ヨークマート
ヴィノスやまざき 神商 荒井商事 ソフト・オン・デマンド アルコニックス カーグラス・ジェイピー 橋本産業 富士通マーケティング マルエツ
青木商店 フォワード ゾフ シー・ヴイ・エス・ベイエリア ソフトバンクコマース＆サービス JM Ortho ハウステック 橋本産業 セブン－イレブン・ジャパン

デイジイ キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ ジェイアイエヌ ＮＡＡリテイリング ハーモニック 月星商事 ダイワボウ情報システム テレビ朝日サービス 大創産業
東京トヨタ自動車 新光商事 ツツミ イオンリテール デルフォニックス 関彰商事 パナソニックＥＳネットワークス ＥＮＥＯＳフロンティア 西松屋チェーン

H.情報通信業

G.エネルギー（電気・ガス・熱・水道）供給業

I.運輸・倉庫業

J.卸売・小売業

2018年度学科別就職先一覧

E.建設業

F.製造業



リビングハウス ヨコハマタイヤジャパン あさひ調剤 アダストリア ジェーソン 岩谷産業 サンワテクノス 浜屋 青山商事
沖縄ディーエフエス 日立産機システム ネスレネスプレッソ クリエイトエス・ディー エービーシー商会 ケーメックス 堀川産業 まくら

ジュピターコーポレーション ジーユー ホームズマルホ 新明電材 カンセキ ＪＲ東日本リテールネット

日本管材センター やまと 三陽商会 ネットワンシステムズ セブン－イレブン・ジャパン T.U.C.GROUP
ワム  VHF マテックス 日本ビジネスシステムズ マザーハウス 日本エコでんき
ＪＫホールディングス 平沢商会 オリバー マツモト産業 羽田エアポートエンタープライズ ノジマ
ジャクエツ ジェイアイエヌ 昭産商事 ネクステージ トヨタメトロジック ウエルシア薬局
ニチモウ クスリのアオキ シモジマ 大同興業 (有)デイリーズ 北海道エア・ウォーター

アドバンテック東洋 プリモ・ジャパン トーハン 栃木屋 富士薬品 昭和ガス
トーハン ヤオコー オーシカ クスリのアオキ サウンドハウス
国際協商 コープみらい 伊藤景パツク産業 レッドホースコーポレーション 美鈴楽器本店
コメリ ドン・キホーテ 富士フイルムメディカル

イトーヨーカ堂 イオン琉球 トータルディスプレイ

ユナイテッドアローズ マルエツ ヤオコー
ゑり善 ベイシア ライフコーポレーション

三松 アマゾン　中国 イトーヨーカ堂
グリーンハウス タリーズコーヒージャパン マルエツ
でんきち フレッセイ 成城石井
ピーアップ ネッツトヨタ新潟 CROOZ SHOPLIST 

ゾフ ＬＩＸＩＬビバ しまむら
コメ兵 ピーシーデポコーポレーション ニッポンスリッパ
コストコホールセールジャパン セキ薬品 ストライプインターナショナル

ココカラファインヘルスケア ゼビオ 一蔵
ロクシタンジャポン サンドラッグ ユナイテッドアローズ

ワシントン靴店
エームサービス
日産サティオ新潟西

埼玉トヨタ自動車
千葉スズキ販売
ノジマ
コジマ
ニトリ
平沢商会
アイコミュニケーション

日本瓦斯
アーバン
ニシナガ商会
アインファーマシーズ

リシュモンジャパン
フラント

イオン銀行 足利銀行 りそな銀行 三井住友銀行 千葉銀行 肥後銀行 七十七銀行 群馬銀行 りそな銀行 栃木銀行 足利銀行
みずほ証券 千葉銀行 群馬銀行 群馬銀行 城南信用金庫 武蔵野銀行 群馬銀行 足利銀行 きらぼし銀行 埼玉縣信用金庫 りそな銀行
東京海上日動火災保険 京葉銀行 長野県信用組合  USEN-NEXT HOLDINGS アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイ 栃木銀行 足利銀行 千葉興業銀行 常陽銀行 ＳＭＢＣ日興証券 極東証券
カカクコム・インシュアランス 常陽銀行 新潟大栄信用組合 野村證券 群馬銀行 武蔵野銀行 中国銀行 京葉銀行 水戸証券 シティクリエイションホールディングス

オリエントコーポレーション ちばぎん証券 グリーンポート・エージェンシー 足利銀行 栃木銀行 じぶん銀行 みずほフィナンシャルグループ ウィルグループ ブロードマインド
ＳＭＢＣ日興証券 みずほ証券 大樹生命保険 東和銀行 みずほフィナンシャルグループ 千葉銀行 巣鴨信用金庫 公益財団法人　建設業福祉共済団 朝日生命保険
エスプール フージャース ホールディングス 富国生命保険 八十二銀行 青森銀行 三菱ＵＦＪ銀行 しののめ信用金庫
日新火災海上保険 楽天損害保険 ゆうちょ銀行 巣鴨信用金庫 七島信用組合 中央労働金庫
エヌエヌ生命保険 東京海上日動あんしん生命保険 足立成和信用金庫 朝日信用金庫 力の源ホールディングス 藍澤證券

明治安田生命保険 朝日信用金庫 青木信用金庫 BEENOS 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

城北信用金庫 ジャックス USEN-NEXT HOLDINGS レイス
アサックス オリエントコーポレーション アクサ損害保険 全国共済農業協同組合連合会　埼玉県本部

極東証券 クレディセゾン 大同生命保険
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 アクリーティブ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス アプラス
水戸証券 あかつき証券
エスプール 立花証券
大樹生命保険 東洋証券
アニコム損害保険 マイテック
ライフネット生命保険 あんしん保証
富国生命保険 ソニー生命保険
明治安田生命保険 大樹生命保険

アクサ損害保険
第一生命保険
あいおいニッセイ同和損害保険

明治安田生命保険
エグジスタンス ハウスコム スターツコーポレーション プロパティエージェント 飯田産業 ポラス オクスト オープンハウス 大成有楽不動産販売 エフ・ジェー・ネクスト

Ｓａｎ　Ｐｌａｇｅ 学研ココファン タカラレーベン 住友不動産販売 アパグループ 住友不動産販売 アップル 東日本住宅 一誠商事
東京日商エステム リアークスファインド ポラス スターツコーポレーション 長谷工アーベスト 三井不動産商業マネジメント 大東建託パートナーズ ナミキ
テンポイノベーション 大東建託リーシング タウンハウジング 三井不動産リアルティ アップ・ゲート オークラヤ住宅 住友不動産販売

スターツコーポレーション 東急リバブル ニッテイライフ 飯田ホームトレードセンター 日神管財
三井不動産リアルティ ハウスメイトパートナーズ リライフ アワジス
ＮＲＥＧ東芝不動産 未来都市開発 レイシャス 環境ステーション
ケン・コーポレーション 東急コミュニティー ティーケーピー ヤマダホームズ
ビルディング企画 ティーケーピー レオパレス２１
ハウスコム アエラス 三井不動産リアルティ

Ｓ－ＦＩＴ マルヨシ スターツアメニティー

エクスドリーム不動産 三井不動産レジデンシャルリース

Joyful Investment
マイステイズ・ホテル・マネジメント

銀座ルノアール 松屋フーズ スターバックスコーヒージャパン ゼンショーホールディングス アントワークス リゾートトラスト ダイヤモンドダイニング 山の上ホテル あきんどスシロー 竹悠 星野リゾート・マネジメント

プリンスホテル 太陽エンタープライズ 一歩一歩 ジローレストランシステム 森ビルホスピタリティコーポレーション ミリアルリゾートホテルズ 木本製菓 ペッパーフードサービス ハブ
グランビスタホテル＆リゾート 日本レストランエンタプライズ 日本レストランエンタプライズ オークラニッコーホテルマネジメント ＪＲ北海道ホテルズ プリンスホテル ジェイアール東日本フードビジネス ポッカクリエイト
ルートインジャパン 東京一番フーズ 天道 星野リゾート ケーヨーリゾート開発合同会社 パレスエンタープライズ 合同会社MYUMA99 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ

東横イン 森ビルホスピタリティコーポレーション 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ ロイヤルパークホテル 藤田観光 日本ホテル 日本ビューホテル
ミリアルリゾートホテルズ 日本ビューホテル 星野リゾート・マネジメント 東横イン ナリタコスゲ・オペレーションズ 三田ホールディング

住友不動産ヴィラフォンテーヌ プリンスホテル ケーヨーリゾート開発合同会社 ザ・キャピトルホテル東急

マンダリン・オリエンタル東京 星野リゾート ミリアルリゾートホテルズ 東都観光企業総轄本社

安達・グリーンワールド 三田ホールディング 横浜グランドインターコンチネンタルホテル

ホテルオークラ東京ベイ プリンスホテル
星野リゾート JR九州ホテルズ
ミドルウッド
三井不動産リゾートマネジメント

リプロライフ ＩＭＳグループ ニチイ学館 フィットラボ ＩＭＳグループ 社団東京みどり会 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構

ベネッセスタイルケア 医療法人社団同友会 社会保険診療報酬支払基金 一般財団法人日本健康管理協会 公益財団法人栃木県保健衛生事業団 ＩＭＳグループ
社団桐和会 ＩＭＳグループ
ニチイケアパレス 医療法人社団風林会

合同会社Astellz
アズパートナーズ

三鷹の森ジブリ美術館 青森県公立小学校教員 中学校教員（埼玉県） 獨協学園獨協大学 高等学校教員（埼玉県） 自治医科大学 埼玉県公立小学校教員 帝京大学 中学校教員（群馬県） タイクーン
個学舎 中学校教員（静岡県） 東京理科大学 佐野学園 国立大学法人東京大学 スプリックス 中学校教員（東京都） 三幸学園 中央学院

中学校教員（埼玉県） ヒューマンアカデミー 獨協学園獨協医科大学 イーオン 筑波進研 中学校教員（埼玉県） 帝京科学大学
中学校教員（茨城県） 中学受験専門ジャングルジム イーオン 東京個別指導学院 日本大学藤沢高等学校 宇都宮大学
中学校教員（千葉県） シェーンコーポレーション 自分未来きょういく 帝京大学 スプリックス
高等学校教員（千葉県） 湘南ゼミナール 湘南ゼミナール
高等学校教員（埼玉県） アルファリテラス合同会社 ヒューマンネット
東京女子学園中学校・高等学校 アミティー
水戸啓明高等学校
聖望学園高等学校
実践学園中学・高等学校

片柳学園
イーオン
埼英スクール
山手学院
ＮＯＶＡホールディングス

GABA
日本郵便 いわきビジネスサポート事業協同組合 日本郵便 北つくば農業 長崎西彼農業 ちばみどり農業 日本郵便

さいたま農業 中野市農業 日本郵便
新田みどり農業 邑楽館林農業
セレサ川崎農業
山形市農業協同組合

農協観光 エスアールエル・メディサーチ 近畿日本ツーリスト北海道 森・濱田松本法律事務所 日拓リアルエステート 荒井会計事務所 アクセンチュア ミネルバ税理士法人 トライバルメディアハウス ベリーベスト法律事務所 東武バス
近畿日本ツーリスト FutureRays バンダイナムコアミューズメント ユニバーサルホーム カナモト Legaseed アクティブ アンド カンパニー ICM 山田債権回収管理総合事務所 国立研究開発法人科学技術振興機構 サイバーエージェント

エイチ・アイ・エス クラブツーリズム LIFE CREATE ENTOENTO トヨタモビリティサービス ガイア Arinos 東武トップツアーズ CREBIQ JAPAN ランドマーク税理士法人 パーソルキャリア
リビン・テクノロジーズ エイチ・アイ・エス セントメディア 日新航空サービス サイバー・コミュニケーションズ ウェルネスフロンティア コンパッソ税理士法人 エン・ジャパン LAVA International 東急エージエンシー サニクリーン東京
朝日広告社 阪急阪神ビジネストラベル 共同エンジニアリング エボラブルアジア パーソルキャリア 大和リース ホワイト・ベアーファミリー 東急エージエンシー トヨタモビリティサービス 人材総合サービス くらしの友
フォーミュレーションI.T.S. 日本旅行 フェローシップ ビッグホリデー 日本コンピューター・センター 日本機材 近畿日本ツーリスト ビデオプロモーション 丸紅建材リース ジェイティービー 空港情報通信
CFPコンサルティング エムオーツーリスト マナマナ ホワイト・ベアーファミリー プレアデス トッパントラベルサービス イオンコンパス マーキュリー タイムズモビリティネットワークス パソナ
インター・ビジネス・ネットワークス 東武トップツアーズ エン・ジャパン 近畿日本ツーリスト ネオキャリア ジェイティービー ベガスベガス ＪＭＣ トヨタレンタリース福島 パーソルキャリア
タイムズ２４ ジェイティービー サクラインターナショナル ジェイティービー  モバイルコミュニケーションズ ギミック バンダイナムコアミューズメント 一般社団法人埼玉県トラック協会 ファランクス ＴＴＭ
スタジオアリス 南海国際旅行 S.H.ホールディングス ジェイアール東海ツアーズ 独立行政法人国際交流基金 zenplus ダスキン NPO法人キレイゴト エイジェック キャリア
茨城共同サービス ツムラーレコーポレーション 温泉道場 アドバ 一般社団法人日本非破壊検査協会 ライクスタッフィング トヨタレンタリース埼玉 バーンリペア ウィルエージェンシー 日本学生支援機構
オール商会 メルコトラベル 八芳園 デイリー・インフォメーション ＡＰパートナーズ パーソルキャリア 日立キャピタルＮＢＬ ライトアップ ワールドインテック 日水コン
FRONTEO アイエスエイ パラカ BeUnique Ｅｓｓｅｎｃｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｊａｐａｎ クリーク・アンド・リバー社 オプト タイムズ２４ 共同エンジニアリング 東京ドームファシリティーズ

クリアックス  ジェイ・エス・エス JV 郵船コーディアルサービス 共同エンジニアリング 東京アドデザイナース プラスワン G Plus アルカンシエル
ユニマットプレシャス サクラインターナショナル セノン ネオキャリア ダーウィンシステム リデル 全国市長会 一般社団法人日本自動車連盟

LAVA International ＬａｉｎＺ デザインスタジオ・スピン ビースタイル ぱむ カクタス・コミュニケーションズ 日本年金機構 トーコンホールディングス

グループエム・ジャパン 一般社団法人日本能率協会 AppBrew UTコンストラクション アウトソーシングテクノロジー 栃木県商工会連合会 アベニュー
オプリード ＴＭＪ ヤマトフィナンシャル ヒューマントラスト エイジェック NPO法人「日本で最も美しい村」連合 医歯薬ネット
パーク二四 みらいワークス JR東日本ステーションサービス バリュースタッフ ワークポート 高齢・障害・求職者雇用支援機構  ジェイ・エス・エス
翻訳センター ノバレーゼ ノバレーゼ 日本年金機構 スリー・イー アコーディア・ゴルフ ワールドサービス
日本マニュファクチャリングサービス 全日産・一般業種労働組合連合会 　グッド・クルー テクノプロ
Ｇｕｓｈｃｌｏｕｄ　Ｊａｐａｎ 東京パワーテクノロジー MS-Japan 東武エンジニアリング

ジェイアンドティプランニング ＪＫＡ アイ・ケイ・ケイ 芝園開発
ワールドプロモーション ぐるなび ティーネットジャパン 柿本榮三美容室

L.不動産業

M.飲食店・宿泊業

N.医療・福祉業

O.教育・学習支援業

Q.サービス業（他に分類されないもの）

P.複合サービス事業

K.金融・保険業



ALL Rise Group C-mind アウトソーシング
コーテッグ ヒト・コミュニケーションズ ＡＳＦＯＮ　ＴＲＵＳＴ　ＮＥＴＷＯＲＫ

トーコンホールディングス イー・ファルコン カブト
アイティーシー (有)羽生モータースク－ル セレブリックス
柏斎苑 アクティオ SPA
ブルーウェーブツアー 白洋舎 Viibar
PEEK-A-BOO美容室 Cresce ヒト・コミュニケーションズ

メディロム プラスアルファ タイヨー
クラウドエース ヘルメス DYM

 ジェイ・エス・エス
Ｖｉｎｅｙａｒｄ
 ＣＣＰＲ
アクロホールディングス

エタニティ・パートナーズ会計

ジャパンウェルネス
ベストブライダル
WEBマーケティング総合研究所

埼玉県人事委員会 東京都人事委員会 自衛隊幹部候補生 地方公務員（埼玉県・市町村） 関東信越国税局 地方公務員（千葉県・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（北海道・市町村） 自衛隊幹部候補生 航空管制官 茨城県人事委員会 地方公務員（長野県・市町村） 自衛隊幹部候補生 地方公務員（東京都・区役所等）

地方公務員（東京都・区役所等） 地方公務員（茨城県・市町村） 地方公務員（千葉県・市町村） 地方公務員（埼玉県・市町村） 栃木県人事委員会 千葉県警察本部（地方公務員）

地方公務員（茨城県・市町村） 地方公務員（埼玉県・市町村） 地方公務員（東京都・区役所等） 宮城県人事委員会 皇宮警察本部 東京消防庁（東京都・地方公務員）

岩手県警察本部（地方公務員） 地方公務員（東京都・区役所等） 桐生厚生総合病院 地方公務員（茨城県・市町村）

警視庁（地方公務員） 地方公務員（長野県・市町村） 警視庁（地方公務員） 地方公務員（埼玉県・市町村） 千葉県人事委員会
千葉県警察本部（地方公務員） 地方公務員（東京都・区役所等）

警視庁（地方公務員） 地方公務員（埼玉県・市町村） 地方公務員（群馬県・市町村）

群馬県警察本部（地方公務員） 地方公務員（栃木県・市町村）

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）

埼玉県・消防 茨城県警察本部（地方公務員）

岡山県警察本部（地方公務員）

新潟県警察本部（地方公務員）

警視庁（地方公務員）

埼玉県・消防

R.公務


