
《人文社会科学部(人文学部含む)》 《教育学部》 《情報学部》 《理学部》

㈱アイエイアイ アフラック生命保険㈱ ㈱アミック ㈱アイエイアイ

アイシン精機㈱ ㈱アプリイ･ネットワーク ㈱インテック ㈱アイネット

旭化成㈱ ㈱一条工務店 ㈱内田洋行 ㈱アルファシステムズ

㈱アシスト ANA大阪空港㈱ SCSK㈱ ㈱SBS情報システム

㈱NTTドコモ ㈱ABC ㈱SBS情報システム エヌ･ティ･ティ･システム開発㈱

㈱杏林堂薬局 SMBC日興証券㈱ NECソリューションイノベータ㈱ ㈱オリエンタルフーズ

ジェイアール東海建設㈱ エヌ･ティ･ティ･システム開発㈱ ㈱NTTドコモ ㈱オンテックス

㈱JTB ㈱ＮＴＴデータ アイ 遠鉄システムサービス㈱ ㈱合同資源

㈱静岡銀行 遠州鉄道㈱ 遠藤科学㈱ 阪本薬品工業㈱

静岡鉄道㈱ 遠鉄観光開発㈱ ㈱大塚商会 静岡ガス㈱

静岡日産㈱ ㈱串カツ田中 ㈱オービックビジネスコンサルタント 静銀コンピューターサービス㈱

静銀ティーエム証券㈱ コニカミノルタジャパン㈱ ㈱OKIソフトウェア ㈱島津製作所

静銀ビジネスクリエイト㈱ ㈱ジェイアール東海高島屋 ㈱静岡朝日テレビ ㈱ジョイント･システムズ･サービス

静銀モーゲージサービス㈱ ㈱静岡銀行 静岡ガス㈱ 昭和産業㈱

㈱清水銀行 静岡ダイハツ販売㈱ ㈱静岡銀行 住友電装㈱

㈱秀英予備校 静岡鉄道㈱ ㈱秀英予備校 ㈱創味食品

スズキ㈱ しずおか焼津信用金庫 スズキ㈱ ㈱ダイヤコンサルタント

鈴与商事㈱ ㈱静銀ビジネスクリエイト 鈴与システムテクノロジー㈱ 中部テレコミュニケーション㈱

スター精密㈱ 静銀モーゲージサービス㈱ 鈴与シンワート㈱ ㈱ツルタコンサルタント

スターバックスコーヒージャパン㈱ ジブラルタ生命保険㈱ 住友理工㈱ テラテクノロジー㈱

㈱すみや電器 ㈱シャンソン化粧品 ㈱セガ･インタラクティブ ㈱TOKAIホールディングス

セキスイハイム東海㈱ スズキ教育ソフト㈱ ㈱ZOZOテクノロジーズ TOTO㈱

積水ハウス㈱ 鈴与㈱ ソフトバンク㈱ 巴工業㈱

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 鈴与システムテクノロジー㈱ チームラボ㈱ トヨタモビリティ東京㈱

テルモ㈱ 鈴与商事㈱ ㈱中電シーティーアイ トランスコスモス㈱

東建コーポレーション㈱ ㈱ストライプインターナショナル 東海旅客鉄道㈱ 中日本ﾊｲｳｪｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京㈱

東武トップツアーズ㈱ ㈱タイトー ㈱TOKAIホールディングス 中部薬品㈱

㈱東武ホテルマネジマント タマホーム㈱ ㈱トーテックアメニティ 名古屋製酪㈱

㈱TOKAI 東京海上日動火災保険㈱ ㈱トヨタシステムズ ㈱ニッセー

㈱TOKAIホールディングス ㈱東京個別指導学院 トヨタ紡織㈱ 日本フィルター工業㈱

㈱トヨタレンタリース静岡 東洋印刷㈱ 日本アイ･ビー･エム･サービス㈱ 浜松ホトニクス㈱

西日本ジェイアールバス㈱ トーテックアメニティ㈱ 日本通運㈱ ㈱光通信

日本ガイシ㈱ ㈱トーハン 日本ビジネスシステムズ㈱ ㈱日立システムズ

㈱ニトリ トヨタカローラ愛豊㈱ ㈱NEXCOシステムズ ㈱日立社会情報サービス

日本生命保険相互会社 ㈱トライグループ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ㈱富士データシステム

日本プラスト㈱ 西日本鉄道㈱ 浜松いわた信用金庫 北海道電力㈱

㈱八十二銀行 ㈱ニトリ ㈱日立システムズ ㈱マルハチ村松

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 日本食研ホールディングス㈱ ㈱日立ソリューションズ 三井･ケマーズ フロロプロダクツ㈱

浜松ホトニクス㈱ ㈱博報堂プロダクツ 日立物流ソフトウェア㈱ ㈱三ツワフロンテック

東日本電信電話㈱ 静岡県中西部発達障害者支援ｾﾝﾀｰ 富士通㈱ 三生医薬㈱

富士急行㈱ ㈱パナホーム知多 フタバ産業㈱ 矢崎総業㈱

富士山静岡空港㈱ ㈱バローホールディングス 本田技研工業㈱ 八千代エンジニヤリング㈱

平和みらい㈱ ㈱ピーエーシー 三井ホーム㈱ ヤマハモーターソリューション㈱

丸三証券㈱ Peach･Aviation㈱ 三菱電機㈱ 米久㈱

三井住友海上火災保険㈱ ㈱ベネッセスタイルケア ㈱物語コーポレーション ローム浜松㈱

ヤマハ㈱ 本田技研工業㈱ ㈱ヤマダ電機

ヤンマー㈱ マックスバリュ東海㈱ ヤマハ発動機㈱

楽天㈱ 村田ボーリング技研㈱ ヤマハモーターエンジニアリング㈱

国立大学法人浜松医科大学 (福)静岡市しみず社会福祉事業団 ㈱読売広告社

(福)静聖隷福祉事業団

厚生労働省 東京都教育委員会 海上自衛隊

農林水産省 静岡県教育委員会 名古屋国税局

国税庁名古屋国税局 静岡市教育委員会 愛知県庁

裁判所 浜松市教育委員会 近江八幡市役所

静岡地方検察庁 経済産業省 三重県庁

名古屋地方検察庁 厚生労働省 静岡労働局 静岡県庁

中部運輸局 国立印刷局 栃木県庁

名古屋税関 国税庁名古屋国税局 静岡市役所

愛知県庁 静岡県庁 藤枝市役所

静岡県庁 静岡市役所 豊田市役所

静岡県警察 浜松市役所 静岡県教育委員会

磐田市役所 袋井市役所 岐阜県教育員会

岡崎市役所 藤枝市役所 静岡市教育委員会

静岡市役所 焼津市役所

島田市役所 静岡市消防局

豊橋市役所

沼津市役所

浜松市役所

藤枝市役所

静岡県教育委員会

◆令和元年度卒業者 主な就職先

○企業等○

○官公庁○



《工学部》 《農学部》 《地域創造学環》

㈱アイヴィス 朝日ウッドテック㈱ あいネットグループ

アイシン･エィ･ダブリュ㈱ アジア航測㈱ ㈱アディスミューズ

アイシン精機㈱ アリアケジャパン㈱ あとらす二十一

朝日電装㈱ いなば食品㈱ ㈱イッセイミヤケ

㈱エステック イビデングリーンテック㈱ ㈱NSD

エヌ･ティ･ティ･システム開発㈱ エスエスケイフーズ㈱ ㈱ジエブ

NSKワーナー㈱ ㈱香月堂 静岡鉄道㈱

㈱エフ･シー･シー キリンディスティラリー㈱ ㈱シャンソン化粧品

エンケイ㈱ ㈱クラブコスメチックス 首都高速道路㈱

オーエスジー㈱ KJ特殊紙㈱ 鈴与㈱

京セラ㈱ ㈱小泉 税理士法人名南経営

共和レザー㈱ 小泉アフリカ･ライオン･サファリ㈱ ㈱第一不動産

㈱小松製作所 三州紙業㈱ 大成建設㈱

㈱ジェイテクト 三和油化工業㈱ 日本ガイシ㈱

ジヤトコ㈱ JA全農兵庫県支部 日本製粉㈱

スズキ㈱ JA遠州中央 ㈱ノリタケカンパニーリミテド

ゼンウェル･オーダード㈱ JAしみず 浜松光電㈱
ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 四国パック㈱ 公益財団法人 浜松市文化振興財団

㈱ソミック石川 ㈱静岡銀行 浜松商工会議所

中部電力㈱ 静岡県森林組合連合会 ㈱ファクトリージャパングループ

㈱テクノサイト 静岡コンサルタント㈱ ㈱マーブルシュッド

㈱デンソーテン ㈱静鉄ストア 三井不動産リアルティ㈱

東海旅客鉄道㈱ ㈱シャンソン化粧品 ヨシコン㈱

芝浦機械㈱(旧 東芝機械㈱) ㈱秀英予備校

㈱トヨタシステムズ ㈱昭和造園

トヨタ自動車㈱ 生活協同組合ユーコープ

中日本高速道路㈱ 静和ケミカルサービス㈱

日亜化学工業㈱ ｿﾌｨｰﾅﾋﾞｭｰﾃｨｰｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ㈱

ニチコン㈱ ㈱中電シーティーアイ

㈱日産ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ㈱ディーエイチシー

日本ガイシ㈱ テレビ静岡システムクリエイツ㈱

日本特殊陶業㈱ 天龍製鋸㈱

パーパス㈱ 東西化学産業㈱

パナソニックITS㈱ 中北薬品㈱

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ ㈱西原商会

浜松ホトニクス㈱ 日本食研ホールディングス㈱

㈱福井村田製作所 (有)根尾開発

㈱FUJI はごろもフーズ㈱

富士電機㈱ ㈱林牧場

フタバ産業㈱ ㈱日立システムズ

プライムアースEVエナジー㈱ 福田造園土木㈱

三菱自動車工業㈱ ㈱フジヤマ

三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｴｱ㈱ ㈱平成建設

ミネベアミツミ㈱ ㈱マイナビ

㈱村田製作所 マリンフーズ㈱

矢崎総業㈱ 丸紅ITソリューションズ㈱

ヤマハ発動機㈱ 三菱日立パワーシステムズ㈱

ローム㈱ ㈱武蔵野

ローム浜松㈱ ㈱ヤマザキ

㈱ROKI レンゴー㈱

大阪市役所 総務省 静岡地方検察庁

千葉市役所 農林水産省 静岡県庁

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 防衛省 御前崎市役所

御殿場市役所 福岡国税局 静岡県教育委員会

防衛省 愛知県庁

滋賀県庁

静岡県庁

千葉県庁

東京都庁

福岡県庁

北海道庁  

山梨県庁

御殿場市役所

静岡市役所

徳島市役所

浜松市役所

藤枝市役所

◆令和元年度卒業者 主な就職先

○企業等○

○官公庁○


