
平成27年度　 主な就職先　 　 （ 平成28年5月1日現在）

《 ビジネス情報学部》
業種 業種

《 経営情報学部》
業種 業種

建設 ㈱ミヤケン・㈱深沢組・㈱横尾材木店

㈱ヨコオデイリーフーズ

東京特殊硝子㈱・ヨシモトポール㈱

情報通信 ㈱高崎共同計算センター・創建情報㈱

運輸 ㈱加瀬倉庫・㈱丸和運輸機関・常総物流サービス㈱ 教育 ㈱ぐんま安全教育センター

《 看護学部》
　　　　　県内施設 　　　　　県外施設
群馬大学医学部附属病院 東京医科歯科大学医学部附属病院

高崎総合医療センター 千葉大学医学部附属病院

西群馬病院 信州大学医学部附属病院

公立富岡総合病院 山梨大学医学部附属病院

伊勢崎市民病院 新潟大学附属医歯薬総合病院

桐生厚生病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

前橋赤十字病院 慶應義塾大学病院

群馬中央病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院

利根中央病院 東邦大学医療センター大森病院

日高病院 東邦大学医療センター大橋病院

東邦病院 日本医科大学病院

くすの木病院 自治医科大学さいたま医療センター

鶴谷病院 獨協医科大学病院

田中病院 東京医科歯科大学市川総合病院

三井記念病院

公立昭和病院

東京都立駒込病院

町田市民病院

東京都済生会中央病院

静岡県立こころの医療センター

さいたま赤十字病院

板橋中央総合病院

彩の国東大宮メディカルセンター

企業名 企業名

建設
立見建設(株) 日本テクノ(株) 双和電業(株) (株)深谷組
(株)建総 関綜エンジニアリング(株) 中日商事（株） (株)
ティーアンドエム 共栄建産(株) 新明電材(株)

金融
保険

アイオー信用金庫 しののめ信用金庫 (株)ニュートンフィ
ナンシャルコンサルティング

不動産
物品賃貸

(株)ミニミニ (株)セイワ地研 カセツリース(株) (株)ＩＣＳ
(株)大倉

製造

わらべや日洋(株) (株)亜細亜食品 (株)香月堂 レンゴー
(株) 岡部工業(株) (株)ソフィア 日本新薬(株) ＪＦＥメカニ
カル(株) 産業振興(株) (株)ＡＣＮ (株)伊藤園 理研計器
(株) (株)クリチク (株)鷺宮製作所 (有)トラストジャパン 横
浜リテラ（株） （株）三共 しげるテック(株)

飲食・
宿泊

(株)共立メンテナンス (株)長野ホテル犀北館 (株)かんな
ん丸 (株)ハイデイ日高 エフエルシープロモーション(株)
(有)エフ･ケイ・エス（かねさか） (株)ICS (有)柏屋

上武大学 (株)globeコーポレーション MATテニスアカデ
ミー 竜美丘テニスクラブ 千曲市立五加小学校(臨時） 吾
妻郡長野原町立第一小学校(臨時）

情報通信
(株)モテコ出版 (株)システナ (株)エス・ケイ通信 (株)オプ
ティマイザー (株)ユー・エス・イー (株)Ｈuman Investment
(株)スタジオディーン 専門

石原会計事務所 (株)ニチコミ 浅井建築設計事務所 ラジ
エ工業(株)

水道・ガス・電気 新潟サンリン(株) 東京ガス(株)
教育

運輸
東洋ライン物流(株) (株)サカイ引越センター 日本郵便
(株) 日本運輸(株) 北関東物流(株) 宇都宮興業(有)

医療・福祉 日本ロングライフホールディングス(株)

生活関連
サービス

(株)マグリット アルファクラブ(株) (株)サイカンシステム
(株)THINKフィットネス ＮＥＸＵＳ(株) 沖縄バスケットボー
ル(株) (株)ボディワークホールディングス (株)群馬プロバ
スケットボールコミッション (株)エイチ・アイ・エス (株)テン
ダー21 アックスボード北関東(株)

卸・小売

(株)カネト トヨタ部品栃木共販(株) 岩瀬産業(株) 松田医
薬品(株) (株)フレッセイ (株)ボルトン (株)ビーアンド
ディー (株)ドームヒューマンキャンパス (株)米沢牛黄木
日産プリンス福井販売(株) (株)ＭＩＤ ネッツトヨタ福島(株)
トヨタカローラ群馬(株) アイコミュニケーション(株)  (株)ア
ニメイト (株)LIXIL Advanced Showroom  リコージャパン
(株) (株)関東マツダ 日の出ネジ(株) エコラル(株) (株)ヨ
シダ football mark 昭和電機産業(株) キャノンシステムア
ンドサポート(株) ネグロス電工(株) (株)小林機械 (株)ヤ
オコー 東京キリンビバレッジサービス(株) (株)ビックモー
ター (株)東北マツダ ネッツトヨタ新潟(株) (株)ノジマ ネッ
ツトヨタ茨城(株) 昌和自動車(株) 九州三菱自動車販売
(株) 宮崎日産自動車(株) ネッツトヨタ高崎(株) (株)クスリ
のアオキ 大蔵屋商事(株) 金城国際(株) (株)ガリバーイン
ターナショナル 三菱ふそうトラック・バス(株) 富士情報通
信(株) (株)ハピネス (株)サンサタバサジャパンリミテッド
(株)ホンダカーズ高崎 セブンイレブン谷原二丁目店
(株)ABC-MART 東京日産自動車販売(株) (株)ＫＧＴ

複合
サービス

公務
新潟県警察  警視庁 仁木町役場 防衛省陸上自衛隊 御
前崎消防署 西入間広域消防組合

郡山市農業協同組合 にいがた南蒲農業協同組合 北群
渋川農業協同組合

サービス

富二栄産業(株) (株)リレーション (株)SINCERITY 群馬綜
合ガードシステム(株) (株)アサンテ (株)オーチュー セコ
ムジャスティック(株) (株)ホクタテ セコム上信越(株) 新潟
綜合警備保障(株) (株)ベストワン (株)ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘｸﾙｰ
ﾃｨﾝｸﾞCUE 元気GO! (株)さくら (株)平山

その他 Rochedale Rovers

㈱日本郵便・㈱ルネサンス・㈱オータ・ｾｶﾞｻﾐｰ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｽ㈱・㈱あすかインターナショナル・東和産業㈱

企業名

不動産・
物品賃貸

ミサワホーム東京㈱・
㈱カネコ・コーポレーション

製造

飲食・宿泊
㈱矢場とん・㈱登利平・㈱ホテル松本楼・㈱フェニックスリ
ゾート

企業名

卸小売

㈱栗原医療器械店・東芝産業機器システム㈱・富士情報
通信㈱・㈱ローラン・関東いすゞ㈱・ＧＮホールディングス
㈱・群馬ダイハツ自動車㈱・千葉スズキ自動車販売㈱・駒
田グループ・コープぐんま・㈱タカラ電器・㈱クスリのアオ
キ・アイコミュニケーション㈱・赤尾商事㈱

サービス

公務 警視庁・群馬県警察


	ビ経看

