
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．

• 就職先は総合工学科の各コースの性質を反映します．

（総合工学科は，平成31年4月の工学部の改組により設置されました）

• 機械工学コース，電気電子工学コース，応用化学コース，建築学コース，情報工学コースは，

それぞれ従来の機械工学科，電気電子工学科，分子素材工学科，建築学科，情報工学科に対応

します．

• 就職先の製造業は学科の性質を反映し，機械工学科では輸送用機械関連，

電気電子工学科・情報工学科・物理工学科では電気機械，電子部品，輸送用機械など，

分子素材工学科では化学工業，

建築学科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（R1）



H25年度

工
学
部

（愛知県）大府市 愛知県
（三重県）松阪市 三重県
（静岡県）湖西市 静岡県
アイシン・コムクルーズ株式会社 愛知県
アドソル日進株式会社 東京都
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 愛知県
ヤマザキマザック株式会社 愛知県
愛知県警察 愛知県
家業（建築設計事務所） 高知県
学校法人トヨタ名古屋整備学園（専門学校トヨタ名古屋自動車大学
校）

愛知県

株式会社エィ・ダブリュ・サービス 愛知県
株式会社フジキカイ 愛知県
株式会社ミニミニ 東京都
株式会社メイテック 東京都
株式会社赤塚植物園 三重県
三井ホーム株式会社 東京都
三交不動産株式会社 三重県
三甲株式会社 東京都
就職先不明（設計事務所） 三重県
中菱エンジニアリング株式会社（三菱重工グループ） 愛知県
中部オプチカル株式会社（メガネ赤札堂） 愛知県
中部テレコミュニケーション株式会社 愛知県
東芝産業機器製造株式会社 三重県
東邦液化ガス株式会社 愛知県
日本電産株式会社 京都府
富士通関西中部ネットテック株式会社 大阪府

工
学
研
究
科

イオンリテール株式会社 千葉県
ワクチノーバ株式会社 東京都
沖縄県 沖縄県
株式会社タイルメント 愛知県
株式会社ミルボン 大阪府
株式会社愛研 愛知県
株式会社竹中工務店 大阪府
株式会社毎日映像音響システム 大阪府
住友電装株式会社 三重県
大和ハウス工業株式会社 大阪府
東洋電装株式会社 東京都
日本放送協会（ＮＨＫ） 東京都
富士フイルム株式会社 東京都
万協製薬株式会社 三重県
プライミクス株式会社 大阪府
関西ペイント株式会社 大阪府
国立大学法人三重大学 三重県

三重大学工学部・工学研究科の女子学生の就職先一覧（H25年度〜H30年度）
H26年度

工
学
部

ＮＴＴファシリティーズグループ 東京都
アイシン精機株式会社 愛知県
アスモ株式会社 静岡県
アルケア株式会社 東京都
シャープ株式会社 大阪府
パナソニック株式会社 大阪府
ビューローベリタスジャパン株式会社 神奈川県
ボッシュ株式会社 東京都
リコーエレメックス株式会社 愛知県
リンナイ株式会社 愛知県
株式会社ＳＲＤ 京都府
株式会社アドヴィックス 愛知県
株式会社トヨタコミュニケーションシステム 愛知県
株式会社ロピア 愛知県
株式会社一条工務店 東京都
株式会社三重銀行 三重県
株式会社小糸製作所 東京都
株式会社東産業 三重県
住友林業ホームテック株式会社 東京都
西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本） 大阪府
大東建託株式会社 東京都
大和ハウス工業株式会社 大阪府
中部電力株式会社 愛知県
朝日インテック株式会社 愛知県
東海交通機械株式会社 愛知県
東明工業株式会社 愛知県
日本システム開発株式会社 東京都
日本デコラックス株式会社 愛知県
豊田鉄工株式会社 愛知県

工
学
研
究
科

Y's建築設計事務所 三重県
アイシン化工株式会社 愛知県
アイシン精機株式会社 愛知県
グンゼ株式会社 大阪府
トクラス株式会社 静岡県
トヨタ自動車株式会社 愛知県
ブラザー工業株式会社 愛知県
ライオン株式会社 東京都
宇部興産株式会社 東京都
株式会社エスパス建築事務所 大阪府
株式会社松風屋 愛知県
株式会社大林組 東京都
株式会社槌屋 愛知県
株式会社日立建設設計 東京都
関西電力株式会社 大阪府
三菱電機エンジニアリング株式会社 東京都
住友電装株式会社 三重県
中菱エンジニアリング株式会社（三菱重工グループ） 愛知県
東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 愛知県
日本特殊陶業株式会社 愛知県
美濃窯業株式会社 岐阜県
明成化学工業株式会社 京都府
学校法人伊勢学園（伊勢学園高等学校） 三重県
独立行政法人産業技術総合研究所 東京都



H27年度

工
学
部

（岐阜県）大垣市 岐阜県
（三重県）四日市市 三重県
ＣＤＳ株式会社 愛知県
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛知県
トヨタ紡織株式会社 愛知県
びわこホーム株式会社 滋賀県
フタバ産業株式会社 愛知県
岡崎商工会議所 愛知県
株式会社ＬＩＸＩＬ（ＩＮＡＸ・東洋エクステリア・新日軽・ＬＩＸＩＬ
合併）

東京都

株式会社アスカ総合設計 三重県
株式会社エサキホーム 愛知県
株式会社エスシーアライアンス（テクニランド社） 千葉県
株式会社デンソー 愛知県
株式会社トーエネック(中部電力グループ) 愛知県
株式会社ニデック 愛知県
株式会社ユニケミー 愛知県
株式会社愛知銀行 愛知県
株式会社前野建築設計 三重県
株式会社洞口 愛知県
株式会社北斗エス・イー・シー 三重県
三交不動産株式会社 三重県
三重富士通セミコンダクター株式会社 神奈川県
住友電装株式会社 三重県
住友理工株式会社（旧東海ゴム工業株式会社） 愛知県
積水ハウス株式会社 大阪府
朝日インテック株式会社 愛知県
東和薬品株式会社 大阪府
日本郵便株式会社 東京都

工
学
研
究
科

（三重県）四日市市 三重県
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛知県
アイシン化工株式会社 愛知県
アイシン精機株式会社 愛知県
トクラス株式会社 静岡県
トヨタ自動車株式会社 愛知県
一般財団法人食品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ 三重県
学校法人近畿大学（附属高等学校・工業高等専門学校・中学校・小学校・
幼稚園）

大阪府

株式会社ＬＩＸＩＬ（ＩＮＡＸ・東洋エクステリア・新日軽・ＬＩＸＩＬ
合併）

東京都

株式会社イトーキ 大阪府
株式会社マスヤグループ本社 三重県
株式会社ミラノ工務店 京都府
株式会社村上建築設計室 兵庫県
株式会社豊田自動織機 愛知県
高砂電気工業株式会社 愛知県
四日市合成株式会社 三重県
住友電装株式会社 三重県
日本サード・パーティ株式会社 東京都
シーシーエス株式会社 京都府

H28年度

工
学
部

（三重県）四日市市 三重県

ＴＩＳ株式会社 東京都

ＴＳＰ株式会社 愛知県

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛知県

ショーワグローブ株式会社 兵庫県

テーブルマーク株式会社 東京都

トヨタ紡織株式会社 愛知県

ノバシステム株式会社 大阪府

ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン株式会社 三重県

株式会社ＮＴＴデータ東海 愛知県

株式会社ＵＬ Ｊａｐａｎ（UL Japan） 三重県

株式会社イーテック（Ｅ－ＴＥＣ） 三重県

株式会社槌屋ケミカル 愛知県

株式会社東海テクノ 三重県

株式会社豊田自動織機 愛知県

国土交通省 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

東海化学工業株式会社 愛知県

日比谷総合設備株式会社 東京都

日本特殊陶業株式会社 愛知県

富士通テン株式会社 兵庫県

工
学
研
究
科

（愛知県）名古屋市 愛知県

ＣＫＤ株式会社 愛知県

シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社 大阪府

トヨタ車体株式会社 愛知県

トヨタ紡織株式会社 愛知県

花王株式会社 東京都

株式会社エイト日本技術開発 東京都

株式会社小糸製作所 東京都

株式会社新井組 兵庫県

小島プレス工業株式会社 愛知県

日産自動車株式会社 神奈川県

タイ科学技術研究所Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research

海外



H29年度

工
学
研
究
科

ＢＡＳＦジャパン株式会社（BASFグループ） 東京都

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 愛知県

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式会社 東京都

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 愛知県

トヨタ自動車株式会社 愛知県

パイロットインキ株式会社 愛知県

ポリプラスチックス株式会社 東京都

ヤマウチ株式会社 大阪府

株式会社ジェイテクト 大阪府

株式会社ミルボン 大阪府

株式会社メニコン 愛知県

株式会社ロンビック 三重県

株式会社豊田自動織機 愛知県

古河ＡＳ株式会社 滋賀県

戸田建設株式会社 東京都

三井ホーム株式会社 東京都

住友理工株式会社（旧東海ゴム工業株式会社） 愛知県

日本海ガス株式会社 富山県

日本電産株式会社 京都府

日立造船株式会社 大阪府

富士電機株式会社 東京都

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 愛知県

トヨタ自動車株式会社 愛知県

独立行政法人国立高等専門学校機構 岐阜工業高等専門学校 岐阜県

ブルネイ政府(Government of Brunei Darussalam) 海外

H29年度

工
学
部

（愛知県）豊橋市 愛知県

ＣＫＤ株式会社 愛知県

ＮＴＮ株式会社 大阪府

アイホン株式会社 愛知県

オークマ株式会社 愛知県

オーナンバ株式会社 大阪府

カルビー株式会社 東京都

スウェーデンハウス株式会社 東京都

ダイダン株式会社 東京都

トヨタホーム三重株式会社 三重県

トヨタ自動車株式会社 愛知県

パナソニック株式会社 大阪府

パナホーム株式会社（パナソニックホームズ株式会社） 大阪府

ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン株式会社 三重県

ローランド ディー．ジー．株式会社 静岡県

愛知機械工業株式会社 愛知県

株式会社ＩＡＯ竹田設計 大阪府

株式会社ＵＬ Ｊａｐａｎ（UL Japan） 三重県

株式会社アドヴィックス 愛知県

株式会社サンヨーハウジング名古屋 愛知県

株式会社ツムラ 東京都

株式会社デンソーウェーブ 愛知県

株式会社ニッセイコム 東京都

株式会社一条工務店 東京都

株式会社三栄建設 大阪府

株式会社松阪鉄工所 三重県

熊野油脂株式会社 愛知県

経済産業省 東京都

戸田建設株式会社 東京都

国土交通省大阪航空局 大阪府

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 愛知県

戎屋化学工業株式会社 大阪府

積水ハウス株式会社 大阪府

東海コンクリート工業株式会社 三重県

美和ロック株式会社 東京都

富士ゼロックス愛知株式会社 愛知県

豊田合成株式会社 愛知県

豊田鉄工株式会社 愛知県



H30年度

工
学
研
究
科

株式会社アドヴィックス 愛知県

株式会社豊田自動織機 愛知県

ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 愛知県

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 愛知県

四日市合成株式会社 三重県

新日鐵住金株式会社（新日鉄住金グループ） 東京都

朝日インテック株式会社 愛知県

日本郵政株式会社（日本郵政グループ） 東京都

豊田合成株式会社 愛知県

中部電力株式会社 愛知県

セントラル硝子株式会社 東京都

株式会社日立建設設計 東京都

株式会社槌屋 愛知県

ブラザー工業株式会社 愛知県

日立造船株式会社 大阪府

花王株式会社 東京都

阪本薬品工業株式会社 大阪府

H30年度

工
学
部

（愛知県）名古屋市 愛知県

株式会社ＮＴＴデータ東海 愛知県

株式会社錢高組 東京都

アイシン精機株式会社 愛知県

イイダ産業株式会社 愛知県

ダイダン株式会社 東京都

トヨタ自動車株式会社 愛知県

愛知県 愛知県

一般財団法人日本食品分析センター 東京都

住友電装株式会社 （3名就職） 三重県

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

日本ガイシ株式会社 愛知県

名古屋製酪株式会社（スジャータ・めいらくグループ） 愛知県

一般財団法人食品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ 三重県

デンソークリエイト株式会社 愛知県

豊田合成株式会社 愛知県

ＣＤＳ株式会社 愛知県

株式会社エサキホーム 愛知県

三和油化工業株式会社 愛知県

株式会社浦野設計 愛知県

（三重県）伊賀市 三重県

株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 神奈川県

宇野重工株式会社 三重県

アイシン化工株式会社 愛知県

日立建機株式会社 東京都

戸田建設株式会社 東京都

株式会社エアード (AIR&D Co.,Ltd.) 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

株式会社相合家具製作所 大阪府

株式会社 ラ･カーサ 愛知県

株式会社大倉 大阪府


