
【人間発達文化学類】
会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数

【建設業】 1 【金融業】 9 【サービス業】 16 【教員（公立）】 56
セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 岩手県信用保証協会 （岩手県） 株式会社アイデックス （福島県） 福島市公立幼稚園 （福島県） 2

株式会社七十七銀行 （宮城県） 株式会社キョウエイアドインターナショナル （東京都） 白河市公立幼稚園 （福島県）
会津信用金庫 （福島県） アジア航測株式会社 （神奈川県） 宮城県公立学校 （宮城県） 2

【製造業】 9 株式会社大東銀行 （福島県） 2 アイ・ケイ・ケイ株式会社 （福島県） 山形県公立学校 （山形県）
仙台コカ・コーラボトリング株式会社 （宮城県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 2 株式会社つばめエイジェンシー （福島県） 福島県公立学校 （福島県） 22
キング印刷株式会社 （福島県） 株式会社福島銀行 （福島県） 株式会社ニラク （福島県） 茨城県公立学校 （茨城県） 3
株式会社カネボウ化粧品 （東京都） 株式会社八十二銀行 （長野県） 五月女総合プロダクト株式会社 （栃木県） 栃木県公立学校 （栃木県） 7
株式会社キッツ （千葉県） シダックス株式会社 （東京都） 群馬県公立学校 （群馬県）
ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社 （福島県） 株式会社ルネサンス （東京都） 埼玉県公立学校 （埼玉県） 5
アルテマイスター有限会社 （福島県） 【保険業】 4 株式会社ラウンドワン （愛知県） さいたま市公立学校 （埼玉県）
株式会社光大産業 （福島県） 全国共済農業協同組合連合会　秋田県本部 （秋田県） みやぎ生活協同組合 （宮城県） 神奈川県公立学校 （神奈川県） 5
渡辺政雄家具店 （福島県） 東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 2 宮城県七ヶ宿町地域おこし協力隊（臨時） （宮城県） 川崎市公立学校 （神奈川県）
株式会社パナソニックエコソリューションズ住宅設備 （栃木県） 第一生命保険株式会社 （東京都） 社団法人秋田県土地改良事業団体連合会 （秋田県） 新潟県公立学校 （新潟県）

株式会社ｖｓｎ （東京都） 長野県公立学校 （長野県）
株式会社イカイ （静岡県） 岐阜県公立学校 （岐阜県）

【情報通信業】 8 【不動産取引・賃貸・管理業】 1 ＳＧフィルダー株式会社 （大阪府） 静岡県公立学校 （静岡県）
株式会社情通 （宮城県） パラカ株式会社 （東京都） 愛知県公立学校 （愛知県）
株式会社山形新聞社 （山形県）
株式会社エス・シー・シー （福島県） 【公務員（国家）】 3
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業】 15 東北厚生局 （宮城県） 【教員（公立）臨時採用】 16
株式会社インフォテクノ朝日 （東京都） 公立大学法人福島県立医科大学 （福島県） 福島労働局 （福島県） 北海道公立学校（臨時採用） （北海道） 2
株式会社キューブシステム （東京都） 国立大学法人福島大学 （福島県） 裁判所事務官 （福島県） 青森県公立学校（臨時採用） （青森県）
株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー （東京都） 学校法人神奈川大学 （神奈川県） 岩手県公立学校（臨時採用） （岩手県）
ＪＢＣＣ株式会社 （東京都） 有限会社小松塾 （宮城県） 宮城県公立学校（臨時採用） （宮城県） 2

ベスト学院株式会社 （福島県） 3 【公務員（地方）】 23 山形県公立学校（臨時採用） （山形県）
株式会社イーブレイン （福島県） 青森県 （青森県） 2 福島県公立学校（臨時採用） （福島県） 7

【運輸業・郵便業】 5 株式会社東日本学院 （福島県） 盛岡市 （岩手県） 2 栃木県公立学校（臨時採用） （栃木県）
ヤマト運輸株式会社 （宮城県） 第一進学塾 （福島県） 仙台市 （宮城県） 埼玉県公立学校（臨時採用） （埼玉県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 2 若枝学園　（蓬莱キリスト教会）（臨時） （福島県） 大崎市 （宮城県）
株式会社日新 （東京都） 学校法人リリー文化学園 （茨城県） 宮城県 （宮城県）
株式会社サカイ引越センター （大阪府） 株式会社イーブレイン （栃木県） 宮城県（学校事務） （宮城県） 【教員（私立）】 4

株式会社ティルウィンド （神奈川県） 宮城県（警察） （宮城県） 学校法人黒磯幼稚園 （栃木県）
ドリームカムホーム （長崎県） 上山市 （山形県） 学校法人天理大学（小学校） （奈良県）

【卸売業】 4 山形県（福祉・心理） （山形県） 学校法人尚志学園（臨時採用） （福島県）
カメイ株式会社 （宮城県） 伊達市 （福島県） 日本大学東北高等学校（臨時採用） （福島県）
株式会社タカムラ （福島県） 【医療業・保健衛生】 2 福島市（臨時） （福島県）
関彰商事株式会社 （茨城県） 日本赤十字社東北ブロック血液センター （宮城県） 福島県 （福島県）
株式会社アシックス販売 （東京都） 福島医療生活協同組合 （福島県） 福島県（警察） （福島県） 【進学】 29

郡山市 （福島県） 2 宮城教育大学大学院教育学研究科 （宮城県）
土浦市 （茨城県） 東北大学大学院教育学研究科 （宮城県）

【小売業】 15 【社会保険・社会福祉・介護事業】 10 日光市 （栃木県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 18
ハミューレ株式会社 （北海道） 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会（保育士） （山形県） 真岡市 （栃木県） 筑波大学大学院数理物質科学研究科 （茨城県）
株式会社薬王堂 （岩手県） 社会福祉法人わたり福祉会 （福島県） 鴨川市 （千葉県） 淑徳大学大学院総合福祉研究科 （千葉県）
株式会社東北マツダ （宮城県） 社会福祉法人湖星会 （福島県） 東京消防庁 （東京都） 情報科学芸術大学院大学 （岐阜県）
株式会社ＡＯＫＩ （宮城県） ＮＰＯ法人シャローム （福島県） 伊東市 （静岡県） 大阪大学大学院言語文化研究科 （大阪府） 2
株式会社うすい百貨店 （福島県） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （千葉県） 奈良教育大学大学院教育学研究科 （奈良県）
株式会社おおつか （福島県） 社会福祉法人千葉県福祉援護会 （千葉県） 九州大学大学院統合新領域学府 （福岡県）
株式会社スズキ自販福島 （福島県） 株式会社ベネッセスタイルケア （東京都） 【公務員（保育士）】 9 福島看護専門学校 （福島県）
株式会社日産サティオ福島 （福島県） 社会福祉法人藤倉学園 （東京都） 北上市（保育士） （岩手県） Ｔｈｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｔｕｄｉｏ （イギリス）
株式会社青木商店 （福島県） 社会福祉法人唐池学園貴志園 （神奈川県） 仙台市（保育士） （宮城県） 3
株式会社カワチ薬品 （栃木県） 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 （新潟県） 喜多方市（保育士） （福島県）
株式会社ポイント （東京都） 郡山市（保育士） （福島県）
株式会社リンク・セオリー・ジャパン （東京都） 【複合サービス事業】 4 さいたま市（保育士） （埼玉県）
株式会社クリエイトエス・ディー （神奈川県） 日本郵便株式会社 （宮城県） 東京都北区（保育士） （東京都）
静岡マツダ株式会社 （静岡県） 新ふくしま農業協同組合　（ＪＡ新ふくしま） （福島県） 横浜市（保育士） （神奈川県）
株式会社ジーフット （愛知県） 東京島しょ農業協同組合 （東京都）

ながの農業協同組合 （長野県）

平成２５年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）



平成２５年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

【行政政策学類】
会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数

【建設業】 5 【金融業】 18 【サービス業】 16 本宮市 （福島県）

株式会社一条工務店宮城 （宮城県） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 2 菊池法務総合事務所 （福島県） 田村市 （福島県）

大和ハウス工業株式会社 （秋田県） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 佐藤成公認会計士事務所 （福島県） 白河市 （福島県） 2

セキスイハイム東北株式会社 （山形県） 株式会社仙台銀行 （宮城県） 有限会社会計事務所オーケー （福島県） 相馬市 （福島県） 2

セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 日本銀行 （福島県） 福島中小企業労務協会 （福島県） 福島市 （福島県） 3

東洋建設株式会社 （東京都） 株式会社みずほ銀行 （福島県） 税理士法人　堀江会計事務所 （福島県） 福島県 （福島県） 16

株式会社大東銀行 （福島県） 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ （宮城県） 福島県（警察） （福島県） 3

株式会社東邦銀行 （福島県） 2 株式会社乗馬クラブ　クレイン （宮城県） 郡山市 （福島県） 6

【製造業】 3 株式会社福島銀行 （福島県） 3 株式会社日本旅行東北 （宮城県） 須賀川市 （福島県）

株式会社伊藤園 （東京都） 福島信用金庫 （福島県） 株式会社ＪＴＢ東北 （宮城県） 茨城県 （茨城県）

株式会社一九堂印刷所 （東京都） 福島県信用保証協会 （福島県） 株式会社鉾建仏光堂 （宮城県） 那珂市 （茨城県）

株式会社プランニングＡ （福島県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 株式会社太平洋健康センター　いわき蟹洗温泉 （福島県） 栃木県（警察） （栃木県） 2

みずほ証券株式会社 （東京都） みやぎ生活協同組合 （宮城県） 真岡市 （栃木県）

株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業 （東京都） 株式会社ピーエイ （福島県） 上越市 （新潟県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 2 沼津信用金庫 （静岡県） 自治労福島県職員連合労働組合 （福島県） 新潟県 （新潟県） 2

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 （宮城県） 真岡商工会議所 （栃木県） 新潟県（警察） （新潟県） 2

東京電力株式会社 （東京都） 独立行政法人日本芸術文化振興会 （東京都） 長野県 （長野県）

【保険業】 5 静岡県 （静岡県）

日本生命保険相互会社 （宮城県）

【情報通信業】 8 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング （宮城県） 【公務員（国家）】 13

株式会社仙台放送 （宮城県） 損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社 （秋田県） 盛岡地方法務局 （岩手県） 【自営】 2

株式会社秋田情報センター （宮城県） 日本生命保険相互会社 （東京都） 仙台法務局 （宮城県） 2

ＮＨＫ　（日本放送協会）（契約） （福島県） 株式会社フィナンシャル・エージェンシー （東京都） 東北経済産業局 （宮城県）

株式会社ゴーシーズ （東京都） 裁判所事務官 （宮城県） 【進学】 4

株式会社フォーミュレーション （東京都） 秋田地方法務局 （秋田県） 東北大学法科大学院 （宮城県）

株式会社ラディックス （東京都） 【教育、学習支援業】 5 厚生労働省　福島労働局 （福島県） 2 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県） 2

株式会社東邦システムサイエンス （東京都） 国立大学法人東北大学 （宮城県） 2 裁判所事務官 （福島県） 筑波大学大学院人間総合科学研究科 （茨城県）

ＭＨソリューションズ株式会社 （東京都） 株式会社向学舎グループ （秋田県） 関東信越国税局 （埼玉県）

ベスト学院株式会社 （福島県） 労働基準監督署 （東京都）

特定非営利活動法人　ビーンズふくしま （福島県） 皇宮護衛官 （東京都）

【運輸業・郵便業】 6 名古屋国税局 （愛知県）

東北王子運送株式会社 （宮城県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 2 【医療業・保健衛生】 1

株式会社三陸運輸 （宮城県） 財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 （福島県） 【公務員（地方）】 80

福島交通株式会社 （福島県） 岩手県 （岩手県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （埼玉県） 紫波町 （岩手県）

【社会保険・社会福祉・介護事業】 7 丸森町 （宮城県）

独立行政法人日本年金機構 （福島県） 仙台市 （宮城県） 2

【卸売業】 3 社会福祉法人すこやか福祉会 （福島県） 仙台市（消防局） （宮城県） 2

株式会社メディセオ （福島県） 社会福祉法人国見町社会福祉協議会 （福島県） 名取市 （宮城県）

株式会社恒和薬品 （福島県） 社会福祉法人湖星会 （福島県） 宮城県 （宮城県） 4

ＪＡ全農青果センター株式会社 （埼玉県） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （千葉県） 2 宮城県（警察） （宮城県） 5

全国健康保険協会 （東京都） 大仙市 （秋田県）

小坂町 （秋田県）

【小売業】 9 由利本荘市 （秋田県）

イオンスーパーセンター株式会社 （岩手県） 【複合サービス事業】 7 秋田県（警察事務） （秋田県）

トヨタカローラ山形株式会社 （山形県） 協同組合仙台卸商センター （宮城県） 中山町 （山形県）

株式会社ヤマザワ （山形県） 株式会社ユーメディア （宮城県） 山形市 （山形県） 2

トリンプ・スタッフ・サービス株式会社 （福島県） 新ふくしま農業協同組合　（ＪＡ新ふくしま） （福島県） 2 山形県（警察） （山形県）

日産サティオ福島株式会社 （福島県） 郡山市農業協同組合　（ＪＡ郡山市） （福島県） 酒田市 （山形県）

有限会社ハートデリバリー（臨時） （福島県） 日本郵便株式会社 （福島県） 2 鶴岡市 （山形県）

株式会社スズキ自販福島 （福島県） いわき市 （福島県） 2

株式会社ダイユーエイト （福島県） 二本松市 （福島県）

株式会社青木商店 （福島県） 会津坂下町 （福島県） 2

南相馬市 （福島県）



平成２５年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

【経済経営学類】
会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数

【建設業】 3 住友商事東北株式会社 （宮城県） みずほ証券株式会社 （新潟県） 山形県商工会連合会 （山形県）

株式会社一条工務店仙台 （宮城県） 株式会社ヒロセ （宮城県） 長野信用金庫 （長野県） 福島綜合警備保障　　ＡＬＳＯＫ株式会社 （福島県）

株式会社オノヤ （福島県） 株式会社ニッカネ （栃木県） エン・ジャパン株式会社 （東京都）

株式会社イシカワ （新潟県） 株式会社ガリバーインターナショナル （東京都） 【保険業】 9 共栄セキュリティーサービス株式会社 （東京都）

株式会社Ｒ＆Ｄ （東京都） 三井住友海上火災保険株式会社 （青森県） 株式会社ベルシステム２４（ＣＳＫグループ） （東京都）

【製造業】 19 株式会社ＴＴＣ （静岡県） 東京海上日動火災保険株式会社 （宮城県） 株式会社リクルートドクターズキャリア （東京都）

仙台コカ・コーラボトリング株式会社 （宮城県） 帝人フロンティア株式会社 （大阪府） 株式会社かんぽ生命保険 （宮城県） 2

名古屋製酪株式会社 （宮城県） 株式会社トラストライフ （宮城県） 【公務員（国家）】 10

株式会社菓匠三全 （宮城県） 【小売業】 27 株式会社損害保険ジャパン （福島県） 札幌国税局 （北海道）

株式会社三万石 （福島県） 株式会社さくら野百貨店 （青森県） 株式会社損害保険ジャパン （栃木県） 仙台国税局 （宮城県） 3

株式会社マルカン （大阪府） 株式会社オオノ （宮城県） 住友生命保険相互会社 （東京都） 宮城刑務所 （宮城県）

株式会社小松写真印刷 （山形県） 株式会社ツルハホールディング （宮城県） ＡＩＵ損害保険株式会社（臨時） （東京都） 東北経済産業局 （宮城県） 2

トッパン・フォームズ株式会社 （東京都） 株式会社東京インテリア家具 （宮城県） 農林水産省 （東京都）

キッセイ薬品工業株式会社 （東京都） グラントマト株式会社 （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 3 厚生労働省労働基準監督官 （静岡県）

株式会社ポーラ （静岡県） トヨタカローラ福島株式会社 （福島県） 株式会社レオパレス２１ （山形県） 厚生労働省 （沖縄県）

リンナイ株式会社 （福島県） ネッツトヨタ福島株式会社 （福島県） グランディハウス株式会社 （栃木県）

会津オリンパス株式会社 （福島県） 東都クリエート株式会社 （福島県） 株式会社ＦＶ不動産 （東京都） 【公務員（地方）】 30

株式会社サンライト （福島県） 株式会社うすい百貨店 （福島県） 岩手県 （岩手県）

栃木精工株式会社 （栃木県） 株式会社カワチ薬品 （福島県） 【宿泊業・飲食サービス業】 3 名取市 （宮城県）

大和冷機工業株式会社 （群馬県） 株式会社ダイユーエイト （福島県） 4 株式会社ミドルウッド （福島県） 宮城県 （宮城県） 3

ストラパック株式会社 （東京都） 株式会社ドン・キホーテ （福島県） 株式会社ゼンショーホールディングス （東京都） 伊達市 （福島県）

株式会社朝日電機製作所 （北海道） 株式会社ヨドバシカメラ （福島県） 株式会社モンテローザ （東京都） 南相馬市（臨時） （福島県）

アイリスオーヤマ株式会社 （宮城県） 株式会社ＭＩＤＯＲＩ （福島県） 2 国見町 （福島県）

日本工機株式会社 （福島県） 株式会社アミング （栃木県） 【教育、学習支援業】 4 福島市 （福島県） 4

クリナップ株式会社 （東京都） 株式会社カワチ薬品 （栃木県） 国立大学法人福島大学（臨時） （福島県） 福島県 （福島県） 8

株式会社シティーヒル （千葉県） 株式会社仙台進学プラザ （宮城県） 郡山市 （福島県） 2

【電気・ガス・熱供給・水道業】 3 有限会社フラワーズ（臨時） （東京都） 株式会社ジーニアス （福島県） 壬生町 （栃木県）

日本原燃株式会社 （青森県） 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド （東京都） 株式会社インソース （東京都） 栃木県 （栃木県） 2

東北電力株式会社 （宮城県） 株式会社ファミリーマート （東京都） 群馬県 （群馬県）

イワタニ福島株式会社 （福島県） 株式会社ライトプレイスファクトリー （東京都） 【医療業・保健衛生】 4 群馬県（警察） （群馬県）

アークランドサカモト株式会社 （新潟県） 福島中央市民医療生活協同組合 （福島県） 松戸市 （千葉県）

【情報通信業】 12 株式会社トップカルチャー （新潟県） 福島県厚生（ＪＡ福島厚生連）農業協同組合連合会 （福島県） 福生市 （東京都）

株式会社ＨＢＡ （北海道） 郡山医療生活協同組合 （福島県） 2 荒川区 （東京都）

株式会社ソルブレイン （宮城県）

株式会社光通信 （宮城県） 2 【金融業】 35 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1 【教員（公立）】 2

株式会社テレビユー福島 （福島県） 株式会社青森銀行 （青森県） 有限会社リトルバード （宮城県） 岩手県公立学校 （岩手県）

福島民友新聞株式会社 （福島県） 青い森信用金庫 （青森県） 宮城県公立学校 （宮城県）
京セラ丸善システムインテグレーション株式会社 （東京都） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 【複合サービス事業】 4

東海ソフト株式会社 （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 6 全国農業協同組合連合会宮城県本部（ＪＡ全農みやぎ） （宮城県） 【教員（公立）臨時採用】 1

株式会社アイテック （東京都） 株式会社仙台銀行 （宮城県） 宮城県中央会農業協同組合（ＪＡ宮城中央会） （宮城県） 茨城県公立学校（臨時採用） （茨城県）

株式会社インタースペース （東京都） 株式会社秋田銀行 （秋田県） 2 みちのく安達農業協同組合（ＪＡみちのく安達） （福島県）

株式会社大塚商会 （東京都） 株式会社きらやか銀行 （山形県） 伊達みらい農業協同組合（ＪＡ伊達みらい） （福島県）

株式会社東邦システムサイエンス （東京都） 株式会社荘内銀行 （山形県） 【自営】 2

いわき信用組合 （福島県） 【サービス業】 17

【運輸業・郵便業】 5 会津信用金庫 （福島県） 有限会社会計事務所　ＴＡＳＫ （福島県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 株式会社大東銀行 （福島県） 2 株式会社アイデックス （福島県） 【進学】 6

日本通運株式会社 （東京都） 株式会社東邦銀行 （福島県） 7 株式会社菅家経営センター （福島県） 富士大学大学院経済・経営システム研究科 （岩手県）

東京地下鉄株式会社 （東京都） 農林中央金庫　福島支店 （福島県） 税理士　平間廣事務所 （福島県） 東北大学大学院国際文化研究科 （宮城県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都） 郡山信用金庫 （福島県） 税理士法人　三部会計事務所 （福島県） 東北大学大学院経済学研究科 （宮城県）
株式会社日立物流バンテックフォワーディング （東京都） 株式会社常陽銀行 （茨城県） 株式会社エル・ティー・エス （東京都） 福島大学大学院経済学研究科 （福島県）

株式会社筑波銀行 （茨城県） 株式会社東具 （東京都） 名古屋大学大学院経済学研究科 （愛知県）

【卸売業】 11 株式会社栃木銀行 （栃木県） ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社 （東京都） 韓国の大学院 （その他）

株式会社岩手測器社 （岩手県） 岡三証券株式会社 （東京都） 株式会社ダイナム （北海道）

ホシザキ東北株式会社 （宮城県） 2 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （東京都） 株式会社ニラク （福島県）

丸木医科器械株式会社 （宮城県） 株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業 （東京都） 株式会社ＵＮコンピューターテクノロジー （福島県）



平成２５年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

【共生システム理工学類】 【現代教養コース】
会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数 会　社　名　等 卒業者数

【建設業】 6 【卸売業】 3 株式会社アール・ケー・ビー （福島県） 【建設業】 1
東北ミサワホーム株式会社 （宮城県） 藤井産業株式会社 （栃木県） キョウワセキュリオン株式会社 （福島県） 佐藤工業株式会社 （福島県）
株式会社スミ建 （福島県） イワキ株式会社 （東京都） 【製造業】 1
三井造船プラントエンジニアリング株式会社 （千葉県） 渡辺パイプ株式会社 （新潟県） 東北江南株式会社 （福島県）
株式会社クリタス （東京都） 【公務員（国家）】 1 【電気・ガス・熱供給・水道業】 2
株式会社テクノ菱和 （東京都） 仙台国税局 （宮城県） 北良株式会社 （岩手県）
株式会社興和 （新潟県） 【小売業】 7 株式会社アポロガス （福島県）

株式会社スズキ自販福島 （福島県） 【情報通信業】 2
株式会社ダイユーエイト （福島県） 【公務員（地方）】 20 株式会社福島民報社 （福島県）

【製造業】 11 株式会社ヨークベニマル （栃木県） 塩釜地区消防事務組合 （宮城県） 株式会社プラネット （東京都）
フタバ食品株式会社 （栃木県） 株式会社津田屋 （千葉県） 大和町 （宮城県） 【運輸業・郵便業】 1
株式会社小野測器宇都宮 （栃木県） 株式会社セブンイレブン・ジャパン （東京都） 大崎市 （宮城県） 愛商物流株式会社 （東京都）
田淵電子工業株式会社 （栃木県） 株式会社ユニクロ （東京都） 猪苗代町 （福島県） 2 【卸売業】 1
アルス株式会社 （福島県） カーナベル株式会社 （三重県） 田村市 （福島県） 2 両毛ヤクルト販売株式会社 （栃木県）
株式会社興電舎 （埼玉県） 福島県 （福島県） 5 【小売業】 18
協立電機株式会社 （静岡県） 西郷村 （福島県） 株式会社アイシーエル （宮城県）
北芝電機株式会社 （福島県） 【金融業】 6 郡山市 （福島県） 株式会社バルス （宮城県）
河西工業株式会社 （神奈川県） 株式会社青森銀行 （青森県） 鏡石町 （福島県） トヨタＬ＆Ｆ福島株式会社 （福島県）
マルスン株式会社 （静岡県） 青森県信用組合 （青森県） 結城市 （茨城県） 土井鋼材株式会社 （福島県）
福島キヤノン株式会社 （福島県） 株式会社荘内銀行 （山形県） 大田原市 （栃木県） 株式会社おおつか （福島県） 2
ジャパンマテックス株式会社 （大阪府） 株式会社常陽銀行 （茨城県） 栃木県（警察） （栃木県） 株式会社ダイユーエイト （福島県）

株式会社足利銀行 （栃木県） 東京消防庁 （東京都） 2 株式会社パステル （福島県）
アコム株式会社 （神奈川県） 株式会社ピーアンドエム （福島県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 4 株式会社ヨークベニマル （福島県）
山形酸素株式会社 （山形県） 【教員公立）】 3 株式会社リオン・ドールコーポレーション （福島県）
常磐共同火力株式会社 （福島県） 【保険業】 2 福島県公立学校 （福島県） 2 株式会社ＭＩＤＯＲＩ （福島県） 2
東日本ガス株式会社 （茨城県） 日本生命保険相互会社 （東京都） 2 栃木県公立学校 （栃木県） 福島トヨタ自動車株式会社 （福島県）
北陸ガス株式会社 （新潟県） 株式会社アルページュ （東京都）

株式会社ハピネス・アンド・ディ （東京都）
【不動産取引・賃貸・管理業】 1 【教員（公立）臨時採用】 5 株式会社パル　（パルグループ） （東京都）

【情報通信業】 21 株式会社グローバル・キャスト （東京都） 1 山形県公立学校（臨時採用） （山形県） 株式会社ジャックコーポレーション （富山県）
日本ＩＣＳ株式会社 （宮城県） 福島県公立学校（臨時採用） （福島県） 【金融業】 2
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （宮城県） 栃木県公立学校（臨時採用） （栃木県） 3 株式会社大東銀行 （福島県） 2
株式会社ステップ （宮城県） 【宿泊業・飲食サービス業】 1 【宿泊業・飲食サービス業】 1
株式会社メディアステーション （宮城県） 株式会社アレフ （北海道） 花巻温泉株式会社 （岩手県）
ハイテクシステム株式会社 （福島県） 【自営】 3 【教育、学習支援業】 2
朝日システム株式会社 （福島県） 3 学校法人志村学園 （茨城県）
株式会社エフコム （福島県） 【教育、学習支援業（その他）】 2 株式会社東日本学院 （福島県）
株式会社東日本計算センター （福島県） ベスト学院株式会社 （福島県） 【進学】 39 【医療業・保健衛生】 2
福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 有限会社会津学院 （福島県） 弘前大学大学院理工学研究科 （青森県） 一般財団法人　大原綜合病院 （福島県）
ユニアデックス株式会社 （東京都） 東北大学大学院工学研究科 （宮城県） 2 株式会社富士薬品 （栃木県）
日本ノーベル株式会社 （東京都） 東北大学大学院環境科学研究科 （宮城県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 2
日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 （東京都） 【医療業・保健衛生】 1 東北大学大学院生命科学研究科 （宮城県） 社会福祉法人陽光会 （福島県）
株式会社アイテック （東京都） 独立行政法人国立病院機構（北海道東北ブロック） （宮城県） 福島大学大学院共生システム理工学研究科 （福島県） 24 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （千葉県）
株式会社ティファナ・ドットコム （東京都） 筑波大学大学院生命環境科学研究科 （茨城県） 4 【サービス業】 3
株式会社ネットワールド （東京都） 筑波大学生命環境学群生物資源学類（研究生） （茨城県） 株式会社ジェイアイエヌ （茨城県）
株式会社パルス・システム （東京都） 【複合サービス事業】 3 ヒューマン国際大学機構 （栃木県） こころネット株式会社 （福島県）
株式会社マイクロウェーブ （東京都） たむら農業協同組合（ＪＡたむら） （福島県） 宇都宮大学大学院教育学研究科 （栃木県） 株式会社オフィスまめかな （東京都）
株式会社ＮＴＴデータウェーブ （東京都） 株式会社ＪＡライフクリエイト福島 （福島県） 埼玉大学大学院理工学研究科 （埼玉県）
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社 （神奈川県） 小山農業協同組合（ＪＡおやま） （栃木県） 金沢大学大学院自然科学研究科 （石川県）

奈良教育大学大学院教育学研究科 （奈良県） 【進学】 3
山形大学大学院地域文化研究科 （山形県）

【運輸業・郵便業】 4 【サービス業】 6 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 2

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 2 中央コンサルタンツ株式会社 （宮城県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （茨城県） 日本工営株式会社 （福島県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都） 株式会社リクルート北関東マーケティング （群馬県）

株式会社日建技術コンサルタント （大阪府）


