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    アジア学科卒業生就職先リスト 2013年度～2017年度卒業者 

2017年度卒業者 
 

企業名 業種 

（株）名古屋銀行 金融：銀行・信託銀行 

イオンリテール（株） 流通：飲食料品・食品スーパー 

中央コンサルタンツ（株） 建設業：コンサルタント・設計事務所 

旭ダイヤモンド工業（株） メーカー：一般機械・産業機械 

新東工業（株） メーカー：一般機械・産業機械 

トリニティ工業（株） メーカー：一般機械・産業機械 

鍋屋バイテック（株） メーカー：一般機械・産業機械 

ホシザキ（株） メーカー：一般機械・産業機械 

（株）キーエンス メーカー：電気機械・照明 

パナソニック（株） メーカー：電気機械・照明 

ブラザー工業（株） メーカー：情報通信機械器具 

アイシン・エィ・ダブリュ（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

（株）デンソー メーカー：自動車・輸送機器・関連 

豊田合成（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

トヨタ自動車（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

日比野工業（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

アイリスオーヤマ（株） メーカー：家具・装備品 

日本特殊陶業（株） メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス 

ＹＫＫ（株） メーカー：その他製品 

アビームシステムズ（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

ＭＨＩ情報システムズ（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

（株）シーイーシー 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

東海ラジオ放送（株） 情報通信：放送業（ＴＶ・ラジオ・有線） 

トヨフジ海運（株） 輸送：海上 

大和物流（株） 輸送：陸上 

鈴与（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

東陽倉庫（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

（株）ドリームスカイ名古屋 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

名港海運（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

郵船ロジスティクス（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

双日（株） 商社：総合 

（株）トーカン 商社：食品・飲料 

岡谷鋼機（株） 商社：金属・鉱物・金属製品 
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（株）三重日立 商社：機械器具・ＯＡ製品 

（株）八神製作所 商社：機械器具・ＯＡ製品 

材惣木材（株）（ＺＡＩＳＯグループ） 商社：建材・木材・再生資源 

（株）プラザクリエイト 商社：その他の製品 

（株）ファミリーマート 流通：飲食料品・食品スーパー 

中部薬品（株）（Ｖ・ｄｒｕｇ） 流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等） 

ロクシタンジャポン（株） 流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等） 

（株）愛媛銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）清水銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）中京銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 金融：銀行・信託銀行 

愛知信用金庫 金融：信用金庫・信用協同組合 

日本生命保険(相) 金融：生命保険 

三井住友海上あいおい生命保険（株） 金融：生命保険 

東京海上日動火災保険（株） 金融：損害保険 

近鉄グループホールディングス（株） サービス：税理・会計・特許・経営コンサルタント 

東武トップツアーズ（株） サービス：旅行代理店 

（株）農協観光 サービス：旅行代理店 

名鉄観光サービス（株） サービス：旅行代理店 

国立大学法人 浜松医科大学 サービス：学校・専門学校 

日本年金機構 サービス：福祉・福祉施設 

（株）エイジェック サービス：その他 

トランス・コスモス（株） サービス：その他 

（株）ネオキャリア サービス：その他 

（株）リクルートスタッフィング サービス：その他 

蒲郡市役所 公務（地方） 

豊川市役所 公務（地方） 

中津川市役所 公務（地方） 
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2016年度卒業者 
 

企業名 業種 

ユニオンテック（株） 建設業：設備工事・プラント・内装 

積水ハウス（株） 建設業：住宅 

サントリー食品インターナショナル（株） メーカー：食品・食料 

兼房（株） メーカー：金属製品・金属加工品 

ヤマザキマザック（株） メーカー：一般機械・産業機械 

シャープ（株） メーカー：情報通信機械器具 

（株）アドヴィックス メーカー：自動車・輸送機器・関連 

ＢＯＳＣＨ（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

アビームシステムズ（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

エスツーアイ（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペ

レーションズ（株） 
情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

ディップ（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

富士ソフト（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

全日本空輸（株）（ＡＮＡ） 輸送：航空 

（株）ドリームスカイ名古屋 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

ＡＮＡ関西空港（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

名港海運（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

合同会社西友 流通：飲食料品・食品スーパー 

（株）レッドバロン 流通：自動車販売・自動車部品 

（株）ロフト 流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等） 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）十六銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）ジェーシービー 金融：消費者・クレジット・投資・他 

東京海上日動火災保険（株） 金融：損害保険 

（株）中広 サービス：広告代理業 

（株）辻のや サービス：ホテル・旅館 

名古屋ヒルトン（株） ヒルトン名古屋 サービス：ホテル・旅館 

名鉄観光サービス（株） サービス：旅行代理店 

（株）オリエンタルランド サービス：レジャー・娯楽・スポーツ施設 

（株）ＮＯＶＡ サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援 

中部国際空港旅客サービス（株） サービス：その他 

豊田市役所 公務（地方） 
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2015年度卒業者 
 

企業名 業種 

（株）中部プラントサービス 建設業：設備工事・プラント・内装 

敷島製パン（株） メーカー：食品・食料 

（株）源吉兆庵 メーカー：食品・食料 

（有）春華堂（春華堂グループ） メーカー：食品・食料 

不二製油（株） メーカー：食品・食料 

ＣＫＤ（株） メーカー：一般機械・産業機械 

日本電産（株） メーカー：電子・デバイス 

河村電器産業（株） メーカー：電気機械・照明 

三菱電機（株） メーカー：電気機械・照明 

武蔵精密工業（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

アイシン・エイ・ダブリュ（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

（株）デンソー メーカー：自動車・輸送機器・関連 

フタバ産業（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

日本ガイシ（株） メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス 

（株）中日新聞社 情報通信：出版・新聞 

ＴＩＳ（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

アビームシステムズ（株） 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

（株）マイナビ 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

（株）カーネル・ソフト・エンジニアリング 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

トヨタメディアサービス（株） 情報通信：通信業・同関連 

（株）エヌティーピー 情報通信：映像・ＴＶ番組・音楽 製作配給 

（株）フジトランスコーポレーション 輸送：海上 

名古屋鉄道（株） 輸送：陸上 

名鉄運輸（株） 輸送：陸上 

川西倉庫（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

（株）ドリームスカイ名古屋 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

ＡＮＡエアポートサービス（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

三菱商事プラスチック（株） 商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック 

（株）八幡ねじ 商社：金属・鉱物・金属製品 

（有）パール金属 商社：金属・鉱物・金属製品 

サーラカーズジャパン（株） 流通：自動車販売・自動車部品 

（株）大垣共立銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）中京銀行 金融：銀行・信託銀行 
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（株）愛媛銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 金融：銀行・信託銀行 

岡崎信用金庫 金融：信用金庫・信用協同組合 

岐阜信用金庫 金融：信用金庫・信用協同組合 

陶都信用農業協同組合 金融：農協・漁協 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 金融：損害保険 

東京海上日動火災保険（株） 金融：損害保険 

三井不動産リアルティ（株） 不動産取引業（建物・土地） 

三菱ＵＦＪリース（株） サービス：物品レンタル・物品リース 

（株）阪急交通社 サービス：旅行代理店 

（株）トヨタツーリストインターナショナル サービス：旅行代理店 

（株）ジェイアール東海ツアーズ サービス：旅行代理店 

一般（社）半田市医師会 健康管理センター サービス：病院・医院・医療・保健衛生 

飛騨農業協同組合 サービス：協同組合・郵便局 

愛知県教育委員会 サービス：学校・専門学校 

（株）浜学園 サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援 

防衛省自衛隊 公務（国家） 

愛知県警察本部 公務（地方） 

春日井市役所 公務（地方） 

名古屋市人事委員会 公務（地方） 

静岡県人事委員会 公務（地方） 
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2014年度卒業者 
 

企業名 業種 

アイシン精機（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

（株）近鉄エクスプレス 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

豊島（株） 商社：繊維製品・衣服・身の回り品 

日本ハム（株） メーカー：食品・食料 

（株）クロスカンパニー メーカー：繊維製品・衣料 

兼房（株） メーカー：金属製品・金属加工品 

（株）デンソーエアシステムズ メーカー：金属製品・金属加工品 

ＣＫＤ（株） メーカー：一般機械・産業機械 

新東工業（株） メーカー：一般機械・産業機械 

（株）マキタ メーカー：一般機械・産業機械 

アイシン高丘（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

（株）デンソー メーカー：自動車・輸送機器・関連 

富士機工（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

本田技研工業（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

ヤマハ発動機（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

ＩＫＥＡ メーカー：家具・装備品 

住友理工（株） メーカー：ゴム製品 

（株）アドマテックス メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス 

日本特殊陶業（株） メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス 

中部電力（株） 電気・ガス・熱供給・水道業 

（株）中日新聞社 情報通信：出版・新聞 

（株）インテリジェンスビジネスソリューションズ 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

（株）リクルートライフスタイル 情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス 

エクスコムグローバル（株） 情報通信：通信業・同関連 

ＫＤＤＩ（株） 情報通信：通信業・同関連 

浜松ケーブルテレビ（株） 情報通信：放送業（ＴＶ・ラジオ・有線） 

サイバーエージェント 情報通信：インターネット関連サービス 

（株）フリースタイルエンターテイメント 情報通信：インターネット関連サービス 

中部日立物流サービス（株） 輸送：陸上 

日本通運（株） 輸送：陸上 

日本航空（株） 輸送：航空 

伊勢湾海運（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

（株）ドリームスカイ名古屋 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 
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名港海運（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

（株）スズケン 商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック 

岡谷鋼機（株） 商社：金属・鉱物・金属製品 

森定興商（株） 商社：金属・鉱物・金属製品 

三菱商事テクノス（株） 商社：機械器具・ＯＡ製品 

明治産業（株） 商社：機械器具・ＯＡ製品 

ネッツトヨタ東名古屋（株）（キリックスグループ） 流通：自動車販売・自動車部品 

（株）愛知銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）大垣共立銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 金融：銀行・信託銀行 

明治安田生命保険(相) 金融：生命保険 

三菱オートリース（株） サービス：物品レンタル・物品リース 

（株）フロンティアリープス サービス：その他専門サービス（デザイン・機械設計） 

（株）名古屋観光ホテル サービス：ホテル・旅館 

（株）エイチ・アイ・エス サービス：旅行代理店 

（株）ジェイアール東海ツアーズ サービス：旅行代理店 

（株）農協観光 サービス：旅行代理店 

（株）リンクアカデミー サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援 

ＮＰＯ法人わっぱの会 サービス：福祉・福祉施設 

（株）ネオキャリア サービス：その他 
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2013年度卒業者 
 

企業名 業種 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 金融：損害保険 

ソフトバンクグループ 情報通信：通信業・同関連 

森永乳業（株） メーカー：食品・食料 

MARK STYLER（株） メーカー：繊維製品・衣料 

藤田螺子工業（株） メーカー：金属製品・金属加工品 

CKD（株） メーカー：一般機械・産業機械 

ヤマザキマザック（株） メーカー：一般機械・産業機械 

大豊工業（株） メーカー：一般機械・産業機械 

東芝エレベータ（株） メーカー：一般機械・産業機械 

（株）豊田自動織機 メーカー：自動車・輸送機器・関連 

トヨタ自動車（株） メーカー：自動車・輸送機器・関連 

NHK岐阜放送局 情報通信：放送業（ＴＶ・ラジオ・有線） 

（株）フォーミュレーションＩ．Ｔ．Ｓ． 情報通信：映像・ＴＶ番組・音楽 製作配給 

イースタン・カーライナー（株） 輸送：海上 

（株）日立物流 輸送：陸上 

全日本空輸(株) 輸送：航空 

ANAエアポートサービス（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

ロジテック（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

豊通物流（株） 輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス 

三谷商事（株） 商社：総合 

豊島（株） 商社：繊維製品・衣服・身の回り品 

（株）サンセイテクノス 商社：機械器具・ＯＡ製品 

（株）テレコム・エクスプレス 流通：家具・建具・什器・家電・ホームセンター 

（株）ニトリ 流通：家具・建具・什器・家電・ホームセンター 

（株）オリンピア 流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等） 

（株）スギ薬局（スギ薬局グループ） 流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等） 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）大垣共立銀行 金融：銀行・信託銀行 

（株）百五銀行 金融：銀行・信託銀行 

岡崎信用金庫 金融：信用金庫・信用協同組合 

豊田信用金庫 金融：信用金庫・信用協同組合 

エイチ・エス証券（株） 金融：証券業 

（株）商工組合中央金庫 金融：労働金庫・商工組合中央金庫 

大同生命保険（株） 金融：生命保険 
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三井住友海上火災保険（株） 金融：損害保険 

（株）大京（大京グループ） 不動産取引業（建物・土地） 

日清医療食品（株） サービス：レストラン・外食・給食 

（株）東横イン サービス：ホテル・旅館 

（株）ＪＴＢ中部 サービス：旅行代理店 

（株）エイチ・アイ・エス サービス：旅行代理店 

（株）阪急阪神ビジネストラベル サービス：旅行代理店 

名鉄観光サービス（株） サービス：旅行代理店 

愛知県教育委員会 サービス：学校・専門学校 

愛知県公立大学法人 サービス：学校・専門学校 

（株）プロネットワークス サービス：その他 

公益（財）名古屋まちづくり公社 サービス：非営利団体（政治・経済・文化団体） 

愛知県警察職員 公務（地方） 

 


