
三重大学工学部・工学研究科
の女子学生の卒業後の進路

• 工学部全体で男女含めて学部卒業後の約60％は大学院進学です．

• 就職先で多いのは製造業です．

• 就職先は各コースの性質を反映します．

• 就職先の製造業は学科の性質を反映し，機械工学コースでは輸送用機械関連
電気電子工学コース・情報工学コースでは電気機械，電子部品，輸送用機械な
ど，

応用化学コースでは化学工業，

建築学コースでは製造業への就職は少なく，建設業などへの就職が多いです．

• 就職先の本社は東海四県（愛知県，岐阜県，三重県，静岡県）が大半です
その他は，東京都，大阪府が多いです．

三重大学工学部男女共同参画推進専門委員会作成（R4）



三重⼤学⼯学部・⼯学研究科の⼥⼦学⽣の就職先⼀覧（H30年度〜Ｒ3年度）
H30年度

⼯
学
部

株式会社錢⾼組 東京都
⽇⽴建機株式会社 東京都
⽇本ガイシ株式会社 愛知県
アイシン精機株式会社 愛知県
名古屋製酪株式会社（ｽｼﾞｬｰﾀ・めいらくｸﾞﾙｰﾌﾟ） 愛知県
⼀般財団法⼈⽇本⾷品分析センター 東京都
⼀般財団法⼈⾷品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ 三重県
住友電装株式会社 三重県
豊⽥合成株式会社 愛知県
イイダ産業株式会社 愛知県
（三重県）伊賀市 三重県
三和油化⼯業株式会社 愛知県
アイシン化⼯株式会社 愛知県
社会福祉法⼈⽟美福祉会 ⼤阪府
トヨタ⾞体精⼯株式会社 愛知県
デンソークリエイト株式会社 愛知県
トヨタ⾃動⾞株式会社 愛知県
宇野重⼯株式会社 三重県
株式会社エサキホーム 愛知県
株式会社 ラ･カーサ 愛知県
（愛知県）名古屋市 愛知県
⼾⽥建設株式会社 東京都
株式会社相合家具製作所 ⼤阪府
愛知県 愛知県
積⽔ハウス株式会社 ⼤阪府
⼤和ハウス⼯業株式会社 ⼤阪府
株式会社⼤倉 ⼤阪府
株式会社浦野設計 愛知県
ダイダン株式会社 東京都
株式会社ＮＴＴデータ東海 愛知県
ＣＤＳ株式会社 愛知県
株式会社富⼠通ソフトウェアテクノロジーズ 神奈川県
株式会社エアード (AIR&D Co.,Ltd.) 愛知県

H30年度

⼯
学
研
究
科

新⽇鐵住⾦株式会社（新⽇鉄住⾦グループ） 東京都
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 愛知県
株式会社槌屋 愛知県
株式会社アドヴィックス 愛知県
阪本薬品⼯業株式会社 ⼤阪府
セントラル硝⼦株式会社 東京都
四⽇市合成株式会社 三重県
朝⽇インテック株式会社 愛知県
花王株式会社 東京都
株式会社豊⽥⾃動織機 愛知県
豊⽥合成株式会社 愛知県
⽇本郵政株式会社（⽇本郵政グループ） 東京都
株式会社⽇⽴建設設計 東京都
ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 愛知県
中部電⼒株式会社 愛知県
⽇⽴造船株式会社 ⼤阪府
ブラザー⼯業株式会社 愛知県



R1年度

⼯
学
部

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 愛知県
株式会社豊⽥⾃動織機 愛知県
早川ゴム株式会社 広島県
株式会社光機械製作所 三重県
富⼠電機株式会社 東京都
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 愛知県
株式会社アイロムグループ 東京都
⽇東⼯業株式会社 愛知県
富⼠⾼分⼦⼯業株式会社 愛知県
フタバ産業株式会社 愛知県
東洋ビューティ株式会社 ⼤阪府
⽇本特殊陶業株式会社 愛知県
⽇鉄⽇新製鋼株式会社（新⽇鐵住⾦グループ） 東京都
豊⽥合成株式会社 愛知県
トヨタ⾞体株式会社 愛知県
⽇本ペイントホールディングス株式会社 ⼤阪府
⽯塚硝⼦株式会社 愛知県
富⼠ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 神奈川県
シヤチハタ株式会社（シャチハタ） 愛知県
株式会社デンソー 愛知県
万協製薬株式会社 三重県
無垢スタイル建築設計株式会社 埼⽟県
セキスイハイム東海株式会社 静岡県
株式会社市川⼯務店 岐⾩県
⽟野総合コンサルタント株式会社 愛知県
株式会社⻑⼤ 東京都
株式会社メイテツコム 愛知県
株式会社スプリングヒル 愛知県
清⽔建設株式会社 東京都
⽇本板硝⼦環境アメニティ株式会社 東京都
株式会社ウィザス ⼤阪府
丸栄コンクリート⼯業株式会社 岐⾩県
ヤマザキマザック株式会社 愛知県
本⽥技研⼯業株式会社 東京都
中⽇本⾼速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ中⽇本） 愛知県
株式会社ラック 東京都
凸版印刷株式会社 東京都
中部電⼒株式会社 愛知県

R1年度

⼯
学
研
究
科

東亞合成株式会社 東京都
マイクロンメモリジャパン合同会社 東京都
株式会社豊⽥⾃動織機 愛知県
株式会社⼤同分析リサーチ 愛知県
東⼭フイルム株式会社 愛知県
トヨタ紡織株式会社 愛知県
住友理⼯株式会社（旧東海ゴム⼯業株式会社） 愛知県
ＫＨネオケム株式会社 東京都
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 愛知県
三重県 三重県
株式会社錢⾼組 東京都
株式会社⻘島裕之建築設計室 東京都
剱崎建設株式会社 岐⾩県
株式会社アイヴィス 東京都
国⽴研究開発法⼈国⽴⻑寿医療研究センター 愛知県
国⽴⼤学法⼈三重⼤学 三重県



R2年度

⼯
学
部

⽇本コンクリート株式会社 愛知県
株式会社内⽥洋⾏ＩＴソリューションズ 東京都
住友電装株式会社 三重県
⼤和エネルギー株式会社 ⼤阪府
ＳＯＬＩＺＥ株式会社 東京都
株式会社エスクリエイト 愛知県
富⼠電機株式会社 東京都
イビデン株式会社 岐⾩県
オートリブ株式会社 神奈川県
アルフレッサファーマ株式会社 ⼤阪府
⽇本ガイシ株式会社 愛知県
株式会社シークス 愛知県
アピ株式会社 岐⾩県
ニックス株式会社 東京都
ジェイアール東海情報システム株式会社 愛知県
株式会社百五銀⾏ 三重県
アルプス薬品⼯業株式会社 岐⾩県
林テレンプ株式会社 愛知県
三重県警察本部 三重県
万協製薬株式会社 三重県
アドバンテック株式会社 ⼤阪府
三菱⾃動⾞⼯業株式会社 東京都
財務省 東京都
中外医薬⽣産株式会社 三重県
株式会社デンソーパワトレインテクノロジーズ 三重県
⼤和ハウス⼯業株式会社 ⼤阪府
名⼯建設株式会社 愛知県
株式会社映像システム 東京都
積⽔ハウス株式会社 ⼤阪府
共同エンジニアリング株式会社 東京都
ダイキン⼯業株式会社 ⼤阪府
セキスイハイム東海株式会社 静岡県
三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 兵庫県
株式会社トヨタシステムズ 愛知県
シンフォニアテクノロジー株式会社 東京都
ビューテック株式会社 愛知県

R2年度

⼯
学
研
究
科

⼤成建設株式会社 東京都
株式会社Ｃ＆Ｃ設計 愛知県
イッティージャパン株式会社 愛知県
トヨタ⾃動⾞株式会社 愛知県
アイシン精機株式会社 愛知県
株式会社豊⽥⾃動織機 愛知県
住友電気⼯業株式会社 ⼤阪府
ヤマハ発動機株式会社 静岡県
東芝三菱電機産業システム株式会社 東京都
豊⽥鉄⼯株式会社 愛知県
株式会社アドヴィックス 愛知県
東亞合成株式会社 東京都
トヨタ紡織株式会社 愛知県
東急建設株式会社 東京都
株式会社熊⾕組 東京都
株式会社梓設計 東京都
株式会社⽇本設計 東京都
株式会社東畑建築事務所 ⼤阪府
株式会社安井建築設計事務所 ⼤阪府
三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 東京都
佐藤⼯業株式会社 東京都
（⼤）東海国⽴⼤学機構 名古屋⼤学 愛知県
株式会社坂倉建築研究所 東京都
ブラザー⼯業株式会社 愛知県



R3年度

⼯
学
部

株式会社第⼀コンピュータサービス 神奈川県
豊⽥通商システムズ株式会社 愛知県
カリモクグループ カリモク家具株式会社 愛知県
東ソー株式会社 東京都
ナブテスコ株式会社 東京都
ＮＴＮ株式会社 ⼤阪府
三菱⾃動⾞エンジニアリング株式会社 愛知県
株式会社ファインシンター 愛知県
⼀般財団法⼈三重県環境保全事業団 三重県
アロン化成株式会社 東京都
株式会社興和⼯業所 愛知県
三重県庁 三重県
住友電装株式会社 三重県
明星産商株式会社 ⾼知県
アンシン建設⼯業株式会社 愛知県
清⽔建設株式会社 東京都
紀の国住宅株式会社 和歌⼭県
株式会社⼤林組 東京都
株式会社洞⼝ 愛知県
名⼯建設株式会社 愛知県
名古屋市役所 愛知県
川⽥⼯業株式会社 北海道
スタンレー電気株式会社 東京都
株式会社豊通シスコム 愛知県
トヨタ⾞体株式会社 愛知県
キヤノン電⼦株式会社 埼⽟県

R3年度

⼯
学
研
究
科

株式会社⽂化財保存計画協会 東京都
株式会社ミルボン 東京都
国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 茨城県
東洋紡株式会社 ⼤阪府
株式会社デンソー 愛知県
パナソニックエコシステムズ株式会社 愛知県
株式会社豊⽥⾃動織機 愛知県
東芝プラントシステム株式会社 神奈川県
ナブテスコ株式会社 東京都
三菱電機株式会社 東京都
株式会社Ｍｉｚｋａｎ J ｐｌｕｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 愛知県
林テレンプ株式会社 愛知県
ナトコ株式会社 愛知県
株式会社メニコン 愛知県
住友電装株式会社 三重県
株式会社クボタ ⼤阪府
イハラニッケイ化学⼯業株式会社 静岡県
株式会社Ｊ．フロント建装 ⼤阪府
⽟野総合コンサルタント株式会社 愛知県
津市役所 三重県
⽇本⼯営株式会社 東京都
株式会社⽵中⼯務店 ⼤阪府
セイコーエプソン株式会社 ⻑野県


