
2016～18卒就職先一覧（大学） 就職支援部

文学部
農業・林業 小売・卸売業 学校教育・学習支援業

株式会社ミスズライフ 株式会社米三 株式会社フィットアカデミー
有限会社瑞穂農場 キャラバンサライ株式会社 北陸学園北陸高等学校

建設業 ジュングループ株式会社ジュン 北海道教育委員会
株式会社アーキジョン 株式会社スズキ自販北陸 学校法人美濃加茂学園
安藤組グループ 生鮮館ちゃれんじ 明光義塾村上教室
家’Ｓハセガワ株式会社 全日空商事デューティーフリー株式会社 和歌山県教育委員会
石友ホーム株式会社 株式会社相互移動通信 複合サービス事業
株式会社小野組 株式会社高倉製菓 いなば農業協同組合
北川ヒューテック株式会社 中部特機産業株式会社 越前たけふ農業協同組合
玉田工業株式会社 中部薬品株式会社 おおぞら農業協同組合
中越興業株式会社 東亜電機工業株式会社 金沢市農業協同組合
ニューハウス工業株式会社 東邦ホールディングス株式会社 となみ野農業協同組合
株式会社富隆興業 トヨタカローラ石川株式会社 新潟市農業協同組合
株式会社夢真ホールディングス 中野商事株式会社 能登わかば農業協同組合
菱機工業株式会社 西川リビング株式会社 ひすい農業協同組合

製造業 株式会社ハーモニック 株式会社ぴっとランド
株式会社エムワイテック 有限会社花島精肉本店 福井市農業協同組合
株式会社御菓子加賀藩 株式会社バロー 福井市南部農業協同組合
音頭金属株式会社 株式会社ピア サービス業
株式会社オンワード技研 株式会社ブルーコムブルー 株式会社アウトソーシング
鹿島興亜電工株式会社 株式会社フレンズヒル 株式会社アクティオ
賀谷セロファン株式会社 株式会社文苑堂書店 株式会社アスコム
クリナップ株式会社 株式会社平和堂 アスピカグループ　株式会社平安閣
肥田電器株式会社　石川営業所 株式会社北陸電機商会　金沢支店 財団法人石川県埋蔵文化財センター
小松プラント株式会社 株式会社北陸マツダ ウイルフラップ株式会社
三光合成株式会社 株式会社北陸マツダ　福井本店 株式会社エイジェック
昭栄印刷株式会社 丸果石川中央青果株式会社 株式会社エイチ・アイ・エス
スズキ株式会社 丸和電業株式会社 株式会社ＭＢＭ
ＩＡＡＺＡＪホールディングス株式会社 株式会社明文堂プランナー オークス株式会社
株式会社高澤食品本舗 株式会社メガネのハラダ 株式会社カメダ設計
株式会社タナベ 株式会社モリタ 環境開発株式会社
谷田合金株式会社 株式会社森八 独立行政法人　国際協力機構
株式会社ダンボールワン 株式会社モリワン ジャイコム株式会社
東亞合成株式会社 株式会社山岸 社会保険労務士法人　人事部サポートSR
株式会社富山陽成社 株式会社山徳 有限会社ストアインク
株式会社永島製作所 ユニオン商事株式会社 セコム北陸株式会社
農口酒造株式会社 株式会社ヨシケイ富山 株式会社綜合キャリアオプション
ノシロ合繊株式会社 株式会社レッドバロン 株式会社ダイナム
有限会社ビーオーエス食品 株式会社レナウン　大阪支店 株式会社ダスキン北陸
北陸道路標識株式会社 金融業 富山県綜合警備保障株式会社
株式会社ホリ乳業 岡三証券株式会社 社団法人新潟県労働衛生医学協会
わらべや東海株式会社 金沢信用金庫 株式会社日本海コンサルタント

情報通信業 上越信用金庫 日本ＫＤＫ株式会社
アクティス・ジャパン株式会社 株式会社富山銀行 ニラックス株式会社
株式会社アスプコミュニケーションズ 株式会社富山第一銀行 株式会社ネイション
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 飛騨信用組合 有限会社フラワーガーデン
兼松コミュニケーションズ株式会社 株式会社福邦銀行 株式会社プレステージインターナショナル
コネクシオ株式会社 株式会社北陸銀行 株式会社平成観光
サイトー電子株式会社 株式会社北國銀行 株式会社北國新聞事業社
株式会社ジェイ・エス・エス 不動産取引・賃貸・管理業 ＵＴエイム株式会社
株式会社ジェネス 株式会社アーバンホーム ヨシダ宣伝株式会社
株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍラボ 朝日不動産株式会社 ＮＰＯ法人スポーツクラブ　リオペードラ加賀
東京コンピュータサービス株式会社 株式会社絹川商事 株式会社リログループ
日本特殊軽電株式会社 株式会社シノケンオフィスサービス 公務　国家

運輸業、郵便業 飲食店，宿泊業 防衛省　自衛隊石川地方協力本部
あいの風とやま鉄道株式会社 株式会社アジアル 陸上自衛隊
株式会社ヴァケーション 株式会社味一番フード 海上自衛隊横須賀地方隊
信州名鉄運輸株式会社 株式会社ＦＴＧ Company 公務　地方
センコー株式会社 株式会社金沢ニューグランドホテル 北海道警察本部
タイセーエブリー二十四株式会社 にしき 石川県警察本部
日本郵便株式会社 株式会社のとや 燕市役所
伏木海陸運送株式会社 株式会社百楽荘 珠洲市役所
株式会社北鉄航空 マンテンホテル株式会社 中能登町役場
北陸鉄道株式会社 よろづや観光株式会社 金沢市役所
吉田倉庫株式会社 医療業，保健衛生 加賀市役所

小売・卸売業 さいとう歯科クリニック 新潟市水道局
株式会社アィ・シィ・ピー ヒラ歯科医院 石川県金沢城調査研究所
アイ・ティー・エックス株式会社 株式会社星医療酸器 金沢市立玉川図書館近世史料館
青山商事株式会社 社会保険・社会福祉・介護事業
アクシアルリテイリング株式会社 株式会社サンウェルズ
株式会社アミング 聖霊愛児園
アルビス株式会社 株式会社ＴＲＷ
株式会社イーピーエム・コーポレーション 社会福祉法人　南陽園
石川中央魚市冷蔵株式会社 社会福祉法人　ハスの実の家
石川日産自動車販売株式会社 株式会社ベネッセスタイルケア
伊丹産業株式会社 社会福祉法人ロングラン
株式会社インテリアパレス 学校教育・学習支援業
株式会社大阪屋ショップ アイドゥー株式会社
奥野酒販 石川県教育委員会
株式会社かあてんや 英阜館
株式会社金沢丸善 金沢学院高等学校
株式会社金沢名鉄丸越百貨店 金沢市教育委員会
株式会社カワグチ 学校法人金城学園遊学館高等学校
北村電機産業株式会社 星稜高等学校
株式会社紀伊國屋書店 チモロ株式会社
株式会社金銀箔工芸さくだ 東亜国際外語学院
株式会社クスリのアオキ 新潟関屋自動車学校
ゲンキー株式会社 株式会社ニチイ学館
株式会社コーシン 株式会社日本エルディアイ
生活協同組合コープいしかわ 学校法人日本航空学園
生活協同組合コープとやま 株式会社浜学園
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経営情報学部 情報通信業 金融業
建設業 株式会社バンク 興能信用金庫

石友ホーム株式会社 株式会社北陸ジーエスシー 株式会社富山第一銀行
株式会社オリバー 北国インテックサービス株式会社 氷見伏木信用金庫
株式会社柿本商会 株式会社リクルート 枚方信用金庫
株式会社かな和工業 運輸業、郵便業 株式会社北國銀行
北川ヒューテック株式会社 ASK金澤株式会社 株式会社武蔵野銀行
株式会社クロダハウス 株式会社サカイ引越センター 保険業
株式会社サプラ 株式会社シンクラン 株式会社トップ保険
株式会社シモアラ 株式会社スリー・ティ 不動産取引・賃貸・管理業
株式会社創建ハウジング センコー株式会社 株式会社アーバンホーム
玉田工業株式会社 株式会社DMM.com Base アサヒ株式会社
株式会社テクノマップ トナミ運輸株式会社 朝日不動産株式会社
ニューハウス工業株式会社 株式会社中村荷役 イーソーコ株式会社
株式会社プラネット・コンサルタント 西日本旅客鉄道株式会社 株式会社さくらホーム
フルテック株式会社 日本郵便株式会社 株式会社トーシンパートナーズ
丸井産業株式会社 株式会社ベストランス 株式会社ネクサスエージェント
ヤマツ商会株式会社 若松梱包運輸倉庫株式会社 パナホーム不動産株式会社
米沢電気工事株式会社 小売・卸売業 飲食店，宿泊業

製造業 株式会社アィ・シィ・ピー 株式会社アジアル
株式会社アドバンテージ・ファクトリー アイ・ティー・エックス株式会社 株式会社味一番フード
天池合繊株式会社 株式会社アダストリア　nico and アレ（飲食店）
アルミファクトリー株式会社 アルビス株式会社 株式会社エムアンドケイ
池田蒔絵工房 株式会社イーピーエム・コーポレーション 株式会社金沢ニューグランドホテル
株式会社今村建築設計事務所 石川電材株式会社 有限会社三吉商店
ウッドリンク株式会社 石川トヨタ自動車株式会社 ジェイエフエフシステムズ株式会社
宇野酸素株式会社　金沢営業所 石川トヨペット株式会社 スシロー　金沢有松店
KANAMORI SYSTEM Inc. 石川日産自動車販売株式会社 株式会社ハチバン
キタムラ機械株式会社 有限会社岩藤魚問屋 焼肉　山こし
株式会社小松製作所　コマツ粟津工場 ウエルシアホールディングス株式会社 社会保険・社会福祉・介護事業
株式会社小松電業所 株式会社大阪屋ショップ 株式会社SUN加圧スタジオ
コマニー株式会社 カナカン株式会社 医療法人社団千木福久会　老人保健施設千木町ケア・センター

有限会社サカ鉄工所 北恵株式会社 学校教育・学習支援業
佐川印刷株式会社 株式会社木谷商店 北國新聞文化センター
サントリービバレッジサービス株式会社　東海・北陸営業本部 北村電機産業株式会社 複合サービス事業
株式会社三陽製作所 株式会社キョー・エイ 石川かほく農業協同組合
ジェイ・バス株式会社　小松事業所 株式会社クスリのアオキ いみず野農業協同組合
株式会社四十萬谷本舗 株式会社ゲオ 大阪中河内農業協同組合（JA大阪中河内）
昭和精工株式会社 ゲンキー株式会社 日本郵政株式会社
株式会社曽田製作所 株式会社コーシン 野々市農業協同組合
大和冷機工業株式会社 コーシン・サントリービバレッジ株式会社 能美農業協同組合
竹本電気工事 株式会社古城モータース はくい農業協同組合
株式会社チューエツ 小松鋼機株式会社 福井県民生活協同組合
津根精機株式会社 三幸株式会社 サービス業
鶴田製作株式会社 株式会社ジンズ 株式会社アウトソーシング
テックワン株式会社 株式会社スズキ自販北陸 株式会社アスコム
東邦ゴム工業株式会社 株式会社昔亭 財団法人石川県成人病予防センター
東和株式会社 セントラルメディカル株式会社 株式会社石川ミリオンスターズ
株式会社トランテックス 株式会社相互移動通信 イベントシェア株式会社
中原化成工業株式会社 タイヘイ株式会社 株式会社エイジェック
日医工株式会社 株式会社タッセイ　金沢支店 Hifリゾート株式会社
日本海電気工事株式会社 ダンロップタイヤ北陸株式会社 ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社
日本空調北陸株式会社 中部薬品株式会社 株式会社カネコ・コーポレーション
日本ケンブリッジフィルター株式会社 株式会社デリシア 環境開発株式会社
農口酒造株式会社 株式会社トゥディック 株式会社木村経営ブレーン
株式会社能登 富山県生活協同組合 倉敷商工会議所
株式会社ハシモト 富山石油株式会社 税理士法人K・S・D
富士薬品工業株式会社 富山中央青果株式会社 株式会社コマツインターリンク
北星ゴム工業株式会社 富山トヨペット株式会社 株式会社セーフティ
株式会社ホリ乳業 トヨタカローラ福井株式会社 株式会社綜合キャリアオプション
マルキ建材株式会社 名古屋トヨペット株式会社 綜合警備保障株式会社　西日本採用センター
株式会社みすずコーポレーション 株式会社西原商会 綜合警備保障株式会社
株式会社村中製作所 日産部品北陸販売株式会社 株式会社ダスキン北陸
株式会社メタルウェア 日産プリンス福井販売株式会社 西尾レントオール株式会社
株式会社メタルエンジニア ネッツトヨタノヴェルとやま株式会社 有限会社フラワーガーデン
森精工株式会社 ネッツトヨタ福井株式会社 株式会社プレステージインターナショナル
株式会社山口技研 株式会社ハナテン 株式会社平成観光
ヤヨイ化学工業株式会社 株式会社バロー 株式会社ポテンシアエンタープライズ

電気・ガス・熱供給・水道業 株式会社ビッグモーター 有限会社ミツワ開発
石川浄水機販売株式会社 株式会社ファイネス 税理士法人　宮田会計
イワタニ北陸株式会社 ファミリーマート金沢稚日野店 妙観院
セントラル石油瓦斯株式会社（富山） 富源商事株式会社 株式会社ヨシカワ
株式会社北国エネルギー 株式会社ＰＬＡＮＴ 浪漫屋

情報通信業 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 公務　国家
株式会社アイティリンク ブリヂストンタイヤ富山販売株式会社 防衛省　自衛隊石川地方協力本部
株式会社アスパーク 株式会社宝石時計の武内 公務　地方
株式会社Arinos 北陸ゴム株式会社 埼玉県警察本部
株式会社インテック ホシザキ北信越株式会社 石川県警察本部
株式会社ＡＴ情報研 株式会社マツモト 上市町役場
株式会社NTTマーケティングアクト 株式会社まるため 高岡市役所
MHソリューションズ株式会社 株式会社丸菱
株式会社ALL　CONNECT 丸与商事株式会社
株式会社金沢エンジニアリングシステムズ 三島石油株式会社
兼松コミュニケーションズ株式会社 株式会社むろや
株式会社共栄データセンター 株式会社メガネのハラダ
北陸コンピュータ・サービス株式会社　富山本社 株式会社本久
サイバートラスト株式会社 株式会社森八
サンライズ・システムズ株式会社 株式会社山岸
株式会社三和ソリューション 山宗株式会社
株式会社ジェネス 株式会社山田商会
株式会社シキノハイテック リンタツ株式会社
株式会社ティー・エス・エル北陸 ＹＫＫＡＰ株式会社　北陸統括支店
ディーピーティー株式会社 丸和電業株式会社
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美術文化学部
農業・林業 小売・卸売業

有限会社佐藤樹販 株式会社三城
建設業 株式会社森八

アタゴ美建工業株式会社 株式会社山岸
株式会社エコ・ライフ 山成商事株式会社
オスカーグループ（株式会社オスカー） 金融業
株式会社桐工房 興能信用金庫
株式会社クロダハウス 富山県信用組合
株式会社セイダイ 株式会社北陸銀行
株式会社たくみ工務店 不動産取引・賃貸・管理業
株式会社日本美装 株式会社クラスコ
ニューハウス工業株式会社 積和不動産中部株式会社
株式会社ユニテ 飲食店，宿泊業

製造業 株式会社エムアンドケイ
株式会社アルプス技研 株式会社見城亭
石川可鍛製鉄株式会社 辰口観光株式会社　まつさき
株式会社ウイル・コーポレーション 有限会社つる幸
大村印刷株式会社 株式会社ファイブスター
金沢生コンクリート株式会社 株式会社ホテルゆのくに
クリナップ株式会社 よろづや観光株式会社
株式会社ザクシスヤズ 和茶寮　一の月
サクラパックス株式会社 医療業，保健衛生
株式会社柴舟小出 ヒラ歯科医院
昭和精工株式会社 社会保険・社会福祉・介護事業
株式会社すがの印刷 株式会社サンウェルズ
寺坂木工株式会社 学校教育・学習支援業
能登印刷株式会社 石川県教育委員会
株式会社橋本確文堂 株式会社日本エルディアイ
八田製本印刷有限会社 複合サービス事業
フジ精密株式会社 社会福祉法人新川会
有限会社ヘビーゲイジ 氷見農業協同組合
株式会社ホクチン サービス業
有限会社ほっと広告 株式会社アース
株式会社マーカーワークス ウイルフラップ株式会社
株式会社丸浦陶苑 株式会社エイジェック
株式会社山越 株式会社オートグラフ
株式会社山田写真製版所 株式会社カラフルカンパニー
ヨシダ印刷株式会社 株式会社ことぶき

情報通信業 株式会社シリウス
株式会社アースリンク スタンドアドサービス株式会社
株式会社アンスリック 有限会社ストアインク
株式会社エムディーエム 株式会社セオリー
グロフィールド株式会社 株式会社綜合キャリアオプション
株式会社地域力活性化研究室 株式会社高岡市衛生公社
株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍラボ 株式会社フォーラムエイト
株式会社ディックソリューションエンジニアリング 株式会社北陸スタッフ
有限会社TRYANTS 本覺寺
株式会社フェニシス 公務　国家
株式会社ボーダーレス 航空自衛隊
モバーシャル株式会社 公務　地方

運輸業、郵便業 輪島市役所
株式会社スリー・ティ
若松梱包運輸倉庫株式会社

小売・卸売業
アークランドサカモト株式会社
アルビス株式会社
株式会社イーストバイウエスト
うるすす
株式会社エムテートリマツ
株式会社大阪屋ショップ
かねぶん青果株式会社
カネ美食品株式会社
株式会社ガレージフィックス
株式会社クスリのアオキ
株式会社クラフト金澤
ゲンキー株式会社
株式会社コシノ
株式会社越山商店　越山甘清堂
株式会社サンエツ
株式会社サンキュー　１００満ボルト
株式会社七宝商事
株式会社芝寿し
株式会社ジャコム石川
株式会社シューコーポレーション
soil株式会社
株式会社ドン・キホーテ
株式会社ナカヤマエッグ
株式会社能作
株式会社バロー
株式会社ピア
株式会社ピーシーシー
有限会社ビーンズ
株式会社ひだインテリア
株式会社ファンカンパニー
有限会社ファンファーレ
福井トヨペット株式会社
株式会社ＰＬＡＮＴ
株式会社北越ケーズ
株式会社北陸マツダ
株式会社poche
株式会社マルエー
丸和電業株式会社
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スポーツ健康学科
農業・林業 小売・卸売業 公務　地方

株式会社大山どり 渡辺パイプ株式会社 岡山県警察本部
建設業 金融業 埼玉県警察本部

株式会社アイワホーム アルヒ株式会社 徳島県警察本部
石友ホーム株式会社 東郷証券株式会社 広島県警察本部
笹嶋工業株式会社 保険業 旭川市消防本部
ホクシン工業株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 新潟市消防局
ヤマツ商会株式会社 不動産取引・賃貸・管理業 鯖江丹生消防組合

製造業 株式会社アーバンホーム 栃木県教育委員会
朝顔 大東建託パートナーズ株式会社 瑞穂市教育委員会
鵜川印刷株式会社 大和ハウスリフォーム株式会社 福井県教育委員会
大阪バネ工業株式会社 東建コーポレーション株式会社 島根県教育委員会
化成工業株式会社 株式会社苗加不動産 福井県庁
株式会社金沢村田製作所 株式会社ピーシックスティーン 上記以外
光生アルミ北海道株式会社 飲食店，宿泊業 金沢市スポーツ事業団
株式会社コマクソン 株式会社アトム
株式会社小松製作所　コマツ小松工場 アパホテル株式会社
有限会社三吉商店 一般財団法人日本青年館
サントリー株式会社　北陸支店 株式会社のとや
株式会社高井製作所 ホテルオリオンモトプリゾート＆スパ
株式会社チューエツ 株式会社松屋フーズ
浪花屋製菓株式会社 医療業，保健衛生
ノムラ合成株式会社 医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター

株式会社ハシモト 社会保険・社会福祉・介護事業
株式会社本堂精工 株式会社アイテム
三菱マテリアル株式会社 社会福祉法人　石川整肢学園

電気・ガス・熱供給・水道業 株式会社エラン
北日本物産株式会社 株式会社サンウェルズ
日本海ガス株式会社 株式会社ビースタイルケア

情報通信業 特別養護老人ホーム　福増苑
兼松コミュニケーションズ株式会社 学校教育・学習支援業
スターティア株式会社 石川県教育委員会
株式会社softplan 岡山県教育委員会
株式会社テレビ小松 学校法人金沢学院大学
株式会社ナビックス 株式会社河合楽器製作所　カワイ体育教室北陸事務所

運輸業、郵便業 岐阜県教育委員会
関東西濃運輸株式会社 京都府立海洋高校
佐川急便株式会社 滋賀県教育委員会
佐川急便株式会社　北陸支店 学校法人浄円学園 舎人幼稚園　認定こども園

センコー株式会社 富山県教育委員会
株式会社ツカサ 富山県立富山商業高等学校　サッカー部
日本郵便株式会社 長野県教育委員会
山岸運送株式会社 福岡トランポリンクラブ
若松梱包運輸倉庫株式会社 学校法人不二越工業高校

小売・卸売業 山梨県教育委員会
石川トヨタ自動車株式会社 複合サービス事業
石川ヤナセ株式会社 北ひびき農業協同組合
石黒産業株式会社 こばやし農業協同組合
井上商事株式会社 志賀農業協同組合
ウエルシアホールディングス株式会社 信州うえだ農業協同組合
株式会社オザキスポーツ となみ野農業協同組合
甲斐日産自動車株式会社 株式会社オークワ
株式会社カネソ 株式会社ジェイテクト
北村電機産業株式会社 株式会社富山グラウジーズ
株式会社玉林園 日本郵政株式会社
ゲンキー株式会社 名鉄協商株式会社
株式会社建設ドットウェブ サービス業
コーシン・サントリービバレッジ株式会社 愛知綜合警備保障株式会社
生活協同組合コープいしかわ アウルブラザーズカンパニー株式会社
株式会社古城モータース 株式会社アトラス
株式会社ゴルフパートナー 株式会社インスパイア
株式会社ＪＡライフ富山 浦田クリニック・スコール金沢
株式会社乗馬クラブクレイン 沖縄綜合警備保障株式会社
株式会社スズキ自販富山 片山津ゴルフ倶楽部
株式会社スズキ自販南信 独立行政法人　国際協力機構
株式会社スズキ自販北陸 株式会社コンヴァノ
株式会社スズキ自販和歌山 株式会社シー・エムネットワークスジャパン
ゼビオ株式会社 セコム北陸株式会社
セントラルメディカル株式会社 綜合警備保障株式会社
中部薬品株式会社 綜合警備保障株式会社
株式会社電陽社 綜合警備保障株式会社　西日本採用センター

株式会社電陽社　金沢営業所 千葉カントリークラブ
富山トヨペット株式会社 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
トヨタカローラ富山株式会社 有限会社テン・フォーティー
株式会社西原商会 新潟綜合警備保障株式会社
株式会社日産サティオ富山 公益財団法人日本相撲協会
株式会社ノジマ 株式会社パーソナック
有限会社ビーンズ 株式会社ビーナス
富源商事株式会社 公益財団法人フィットネス２１事業団
プロメディカル株式会社 株式会社プレステージインターナショナル
北陸スバル自動車株式会社 株式会社ポピンズ
北陸スバル自動車株式会社　富山支店 メディカルスパ・スコール
株式会社北陸マツダ 株式会社メディロム
ホシザキ北信越株式会社 公務　国家
株式会社ホンダカーズ高岡 自衛隊体育学校
株式会社ホンダ四輪販売北陸 陸上自衛隊
丸和電業株式会社 公務　地方
みやぎ生活協同組合 新潟県警察本部
株式会社メガスポーツ 長野県警察本部
株式会社山岸 富山県警察本部
株式会社ヨシケイ石川　金沢営業所 石川県警察本部
株式会社ローソン 大阪府警察本部


