
【札幌学院大学】 過去5年間の就職先企業一覧（2017～2021年度）  2022年3月31日現在

農業・林業 株式会社コロナ 株式会社Ｓｕｎ　Ａｓｔａｒｉｓｋ 石垣電材株式会社 ホシザキ北海道株式会社 株式会社トライアルカンパニー 明和證券株式会社

小笠原グリーン株式会社 佐藤水産株式会社 株式会社シーエスアイ 株式会社いずみホールディングス 株式会社もっかいトラスト トライアルグループ 株式会社ゆうちょ銀行

株式会社トップファーム 三甲株式会社 株式会社ＧＳＩ 株式会社ヰセキ北海道 北海道運搬機株式会社 日免オートシステム株式会社 留萌信用金庫

株式会社響 株式会社資生堂 ＪＣＯＭ株式会社 株式会社いたがき 北海道エア・ウォーター株式会社 日産プリンス札幌販売株式会社 稚内信用金庫

鉱業・採石業 シブヤ精機株式会社 株式会社ＧＥＮＯＶＡ 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社 北海道エナジティック株式会社 株式会社ネオコーポレーション 保険業

株式会社伊藤家石材 昭和木材株式会社 株式会社シナリオ 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 北海道管材株式会社 株式会社ネクシィーズ 株式会社かんぽ生命保険

建設業 住友金属鉱山株式会社 株式会社朱夏 株式会社ＩＤＯＭ 株式会社北海道クボタ 株式会社ネクステージ ジブラルタ生命保険株式会社

株式会社アイ建築工房 総合商研株式会社 株式会社ジュピターテレコム イフジ産業株式会社 北海道東リ株式会社 ネッツトヨタ札幌株式会社 ソニー損害保険株式会社

株式会社アクト 第一ゴム株式会社 ソフトバンク株式会社 株式会社ヴィ・エッチ 北海道トンボ株式会社 ネッツトヨタ道都株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

株式会社一条工務店 タカラスタンダード株式会社 株式会社ソフネット 株式会社Ｈ・Ｏ・Ｃ 株式会社松井 ノーステックテレコム株式会社 第一生命ホールディングス株式会社

岩倉建設株式会社 株式会社玉造 株式会社ダイナマイトレボリューションカンパニー 株式会社ＡＣＮ 丸井産業株式会社 株式会社バーニッシュカンパニー 日本生命保険相互会社

株式会社エコテック 株式会社東京めいらく 株式会社ディスコ 株式会社エーツー 丸水札幌中央水産株式会社 株式会社ハスコムモバイル 株式会社フィナンシャル・エージェンシー

及川産業株式会社 東洋株式会社 株式会社TDモバイル 株式会社エフティグループ 三菱食品株式会社 長谷川産業株式会社 明治安田生命保険相互会社

大林道路株式会社 株式会社徳重 株式会社テクニカルエンジニアリングサポート 株式会社エミヤ 株式会社三ッ輪商会 ハミューレ株式会社 不動産取引・賃貸・管理業

株式会社オーテック 株式会社トップ 株式会社デジック 大槻食材株式会社 ミナミ石油株式会社 株式会社ドンキホーテホールディングス 株式会社アセットプランニング

株式会社五晃建設 株式会社ナック 株式会社テレ・マーカー 岡三リビック株式会社 株式会社宮田自動車商会 株式会社ビックカメラ 株式会社エイブル

株式会社カワムラ 西山製麺株式会社 東京コンピュータサービス株式会社 曲〆髙橋水産株式会社 ミライフ北海道株式会社 株式会社ビッグモーター 株式会社ＮＣＫ

株式会社川村組 日昭株式会社 株式会社トラストブレイン 神原商事株式会社 株式会社ムトウ 株式会社ヒューマンフォーラム Ｆ．Ｒ．ＭＡ株式会社

株式会社協和日成 株式会社日照電機製作所 トランスコスモス株式会社 北一ミート株式会社 メディパルフーズ株式会社 株式会社福原 エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社

草野作工株式会社 日本ハム惣菜株式会社 日本デジタルデザイン株式会社 株式会社キムラ 株式会社モリエン 株式会社富士メガネ 株式会社オープンハウス

株式会社小鍛冶組 ノースプレインファーム株式会社 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社 株式会社クエール 株式会社モロオ 株式会社富士薬品 株式会社オール

コスモ建設株式会社 株式会社ノダ 日本アイ・ビー・エム株式会社 株式会社クボタ建機ジャパン 株式会社ヤマカ木材 北燃商事株式会社 株式会社三光不動産

妻神工業株式会社 株式会社ノーリツ 株式会社日本システムコンサルタント クリタ北海道株式会社 山田機械工業株式会社 北雄ラッキー株式会社 ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

株式会社札都 株式会社光合金製作所 株式会社ネクシス 株式会社栗林商会 株式会社湯浅 株式会社ホクレン商事 株式会社シティビルサービス札幌

札幌交通機械株式会社 株式会社平塚建具製作所 株式会社ネットネイティブ 株式会社クワザワ ＵＤトラックス道東株式会社 株式会社ホクレン油機サービス 株式会社常口アトム

札幌ペック株式会社 株式会社フジマック 株式会社ビーアクト ケーオーデンタル株式会社 ユニマテック　株式会社 北海道キヨスク株式会社 株式会社ステップホーム

株式会社ＳＵＭＰＬＵＳ 株式会社ベアレン醸造所 株式会社ＶＩＳＩＯＮＡＲＹ コーセー化粧品販売株式会社 ラディックス株式会社 株式会社北海道三喜 スミタス株式会社

三晃金属工業株式会社 株式会社弁釜 ピットクルー株式会社 株式会社ゴールドウイン リコージャパン株式会社 株式会社北海道産地直送センター 住友不動産販売株式会社

株式会社サンコー緑化 株式会社豊文社 株式会社ヒップクリエーション 国分北海道株式会社 株式会社ropa 北海道スバル株式会社 セントラルリーシングシステム株式会社
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 北海道内田鍛工株式会社 ＦＩＲＳＴ　ＤＥＶＥＬＯＰ株式会社 株式会社コハタ 渡辺パイプ株式会社 北海道日産自動車株式会社 株式会社大京

株式会社昭和プラント 北海道森紙業株式会社 株式会社ファイバーゲート コマツ道東株式会社 小売業 株式会社北海道ブブ 株式会社タイセイ

株式会社鈴木東建 株式会社北海道酪農公社 株式会社フォーカスシステムズ 小柳協同株式会社 株式会社アインホールディングス 株式会社北海道保健企画 大和ハウス工業株式会社

双豊電気株式会社 BODYMAKER株式会社 富士ソフト株式会社 株式会社近藤商会 株式会社青木商店 北海道マツダ販売株式会社 株式会社土屋ホーム不動産

大同電設株式会社 本田農機工業株式会社 株式会社ブランジスタ サッポロウエシマコーヒー株式会社 青山商事株式会社 北海道三菱自動車販売株式会社 株式会社東急コミュニティー

大同舗道株式会社 株式会社マテック 株式会社Ｆreewill 株式会社佐渡島 旭川スズキ販売株式会社 株式会社ホンダカーズ南札幌 東急リバブル株式会社

株式会社太平エンジニアリング 株式会社モリタン ベイシス株式会社 サントリービバレッジサービス株式会社 旭川日産自動車株式会社 株式会社ホンダ四輪販売北海道 東急リバブル札幌株式会社

大和ハウスリフォーム株式会社 株式会社もりもと 株式会社ベルシステム２４ 清水勧業株式会社 株式会社アントステラ マックスバリュ北海道株式会社 株式会社Ｔｏｋｙｏｎｅｔｗｏｒｔｈ（東京ネットワース）

株式会社タカケン 山一ピーエスコンクリート株式会社 株式会社北央情報サービス シャープマーケティングジャパン株式会社 イオン北海道株式会社 株式会社マッシュホールディングス 株式会社日動

武ダ技建創株式会社 雪印種苗株式会社 株式会社北海道キューブシステム 株式会社鈴木商会 株式会社いちたかガスワン 株式会社ムラタ 日本グランデ株式会社

武ダホールディングス株式会社 株式会社レアールパスコベーカリーズ 株式会社マイナビ 株式会社スポーツハウス 株式会社いつ和 茂田石油株式会社 日本地建株式会社

立川工業株式会社 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 株式会社明円ソフト開発 株式会社仙台銘板 株式会社エービーシー・マート 株式会社森川商店 日本ハウズイング株式会社

タマホーム株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 ムトーアイテックス株式会社 ダイキンＨＶＡＣソリューション北海道株式会社 株式会社オカモト 株式会社ヤマダホールディングス 株式会社ビッグ

株式会社土屋ホームトピア 株式会社データベース 株式会社ＭＡＫＥＰＬＡＣＥ 泰盛貿易株式会社 兼松コミュニケーションズ株式会社 ヤンマーアグリジャパン株式会社 株式会社プレニーズ

株式会社テノック 株式会社テクノス北海道 株式会社ユニットシステムエンジニアリング 太平洋興産株式会社 株式会社ブルーメイト 株式会社ヨドバシカメラ 株式会社ベン

株式会社南香園 北海道電力株式会社 りらいあコミュニケーションズ株式会社 大丸株式会社 北ガスフレアスト株式会社 株式会社ラウディ 北海道振興株式会社

西江建設株式会社 株式会社北海道熱供給公社 株式会社リンクアップ 株式会社太陽グループ 北北海道ダイハツ販売株式会社 株式会社ラグジュアリー 株式会社ホットハウス

株式会社日弘ヒーテイング 情報通信業 WISENLARGE株式会社 株式会社高橋建材店 北見トヨペット株式会社 株式会社ラルズ 株式会社マイスタイル

株式会社日本ハウスホールディングス 株式会社アービス Y.W.C株式会社 高橋産業株式会社 株式会社クレタ 株式会社ＬＥＯＣ 三井不動産リアルティ札幌株式会社

株式会社日本防災技術センター 株式会社Ｉ２Ｃ 運輸業・郵便業 滝川株式会社 株式会社ケイシイシイ ロクシタンジャポン株式会社 明和地所株式会社

株式会社濱野建材店 株式会社アイオス エア・ウォーター物流株式会社 株式会社竹山 コストコホールセールジャパン株式会社 株式会社ローソン 山地ユナイテッド株式会社

株式会社藤城建設 アイ・ティー・エックス株式会社 株式会社ＡＮＡエアサービス福島 タニコー株式会社 株式会社コメリ 株式会社ワイ・ヨット 株式会社リヴ

株式会社ＦＵＪＩジャパン 株式会社アイティ・コミュニケーションズ 株式会社エース 株式会社丹波屋 株式会社西條 株式会社渡敬 物品賃貸業

豊栄建設株式会社 株式会社Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 株式会社エス・ディ・ロジ ダンロップタイヤ北海道株式会社 札幌アポロ石油株式会社 金融業 株式会社アクティオ

株式会社防災コンサルタント 株式会社アカシック 共通運送株式会社 株式会社鉄建 札幌トヨタ自動車株式会社 株式会社青森銀行 株式会社カナモト

株式会社邦勝設備工業 あくびコミュニケーションズ株式会社 グリーンエキスプレス株式会社 株式会社寺岡北海道 札幌トヨペット株式会社 青森県信用組合 株式会社共成レンテム

株式会社福屋ホールディングス 旭川ケーブルテレビ株式会社 幸楽輸送株式会社 東京ファブリック工業株式会社 株式会社サッポロドラッグストアー 旭川信用金庫 株式会社金星

北央電設株式会社 株式会社アライズ 国際興業株式会社 十勝ハンナン株式会社 札幌日産自動車株式会社 網走信用金庫 ジャパンエアマット株式会社

北海道セキスイハイム株式会社 株式会社アリウープ 互信ホールディングス株式会社 トヨタモビリティパーツ株式会社 株式会社サンドラッグ 遠軽信用金庫 株式会社トヨタレンタリース札幌

株式会社堀江板金工業 株式会社ウイン・コンサル 株式会社サカイ引越センター 株式会社ＤＯＲＡＬ 株式会社サンドラッグプラス 渡島信用金庫 株式会社トヨタレンタリース新札幌

ミサワホーム北海道株式会社 株式会社エイチ・アイ・ディ 札樽自動車運輸株式会社 株式会社中野銘木店 株式会社シティーヒル 帯広信用金庫 ニッポンレンタカー北海道株式会社

山髙建設工業株式会社 株式会社エイチ・エル・シー 札幌交通株式会社 永浜クロス株式会社 株式会社ジーフット 北空知信用金庫 早川商事株式会社

株式会社横山造園 株式会社ＨＢＡ サン　インテルネット株式会社 株式会社ナシオ ＪＡＰＡＮＣＡＲＳ株式会社 株式会社北日本銀行 株式会社マルベリー

株式会社ロゴスホーム 株式会社エコミック 株式会社シズナイロゴス ナレッジブレインホールディングス株式会社 株式会社ジーユー 北見信用金庫 法務

ワコオ工業株式会社 ＳＯＣ株式会社 株式会社じょうてつ 株式会社Ｎｏ．１ 株式会社ジョイフルエーケー 釧路信用金庫 片岡土地家屋調査士事務所

製造業 株式会社SBX 株式会社センターズ 日興産業株式会社 株式会社城山 札幌中央信用組合 その他の専門・技術サービス業

秋田精工株式会社 株式会社ＮＫインターナショナル ＴＫタクシー株式会社 日本栄養食品株式会社 株式会社ジンズ 信用組合愛知商銀 税理士法人池脇会計事務所

株式会社アズノゥアズ 株式会社ＮＴＣ 苫小牧埠頭株式会社 日本仮設株式会社 株式会社スズキ自販北海道 空知商工信用組合 株式会社出光プランテック北海道

阿部鋼材株式会社 株式会社NDPマーケティング 日本通運株式会社 日本ニューホランド株式会社 株式会社スズキレピオ 空知信用金庫 株式会社yell

株式会社アルビオン 株式会社エヌリンクス 東札幌日通輸送株式会社 株式会社ノースフィール 生活協同組合コープさっぽろ 大地みらい信用金庫 ＮＴＴクラルティ株式会社

株式会社イチムラ 株式会社エフプレイン 株式会社引越社 パナソニックリビング北海道・東北株式会社 セイコーマート拓北駅前店 伊達信用金庫 株式会社ＮＤＰマーケティング

伊藤ハムデイリー株式会社 株式会社エムジー・コーポレーション 福山通運株式会社 早坂理工株式会社 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 東海東京証券株式会社 株式会社OKAGESAMA

株式会社上田商会 株式会社エムデジ 北洋海運株式会社 株式会社パル 株式会社ダイイチ 道南うみ街信用金庫 株式会社エコテック

株式会社かね徳 応研株式会社 ホクレン運輸株式会社 株式会社ハンダ 株式会社大幸 苫小牧信用金庫 株式会社TONMANA

株式会社叶匠壽庵 株式会社大塚商会 北海運輸株式会社 北海道ハニューフーズ株式会社 ダイハツ北海道販売株式会社 株式会社日専連旭川 株式会社ロジカル

カヤノ鉄工株式会社 カバー株式会社 株式会社北海道丸和ロジスティクス 株式会社ピーアンドジー 大丸藤井セントラル株式会社 株式会社ニッセンレンエスコート 株式会社北日本広告社

株式会社関水社 株式会社Grandeur 北海道旅客鉄道株式会社 株式会社日の丸産業社 株式会社タカキュー 株式会社日専連ジェミス 北日本港湾コンサルタント株式会社

株式会社菊水 株式会社キューブシステム 株式会社丸和運輸機関 フクダ電子北海道販売株式会社 株式会社ツルハ 日高信用金庫 株式会社近宣

株式会社北日本製作所 クリエイティブソフト株式会社 ヤマト運輸株式会社 株式会社ＦＵＪＩ ＤＣＭニコット株式会社 北央信用組合 株式会社グローバル経営センター

共和コンクリート工業株式会社 株式会社恵和ビジネス 株式会社ロジネットジャパン 富士ホームエナジー株式会社 ＤＣＭホーマック株式会社 北門信用金庫 株式会社近田会計事務所

株式会社クリエイター 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 卸売業 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 株式会社デザインバンク 株式会社北洋銀行 株式会社サイネックス

株式会社工芸カラサワ 株式会社高知新聞社 青池水産株式会社 ブルーコンシャス株式会社 株式会社ドームユナイテッド 株式会社北海道銀行 株式会社スポーツフィールド

株式会社コバヤシ 株式会社コスモネット 秋山興業株式会社 北新自動車株式会社 十勝三菱自動車販売株式会社 北海道信用金庫 税理士法人アクセス

株式会社　小林三之助商店 コンピューターサイエンス株式会社 株式会社あらた 株式会社北新商事 トヨタカローラ札幌株式会社 北海道労働金庫 税理士法人オーレンス税務事務所

コープフーズ株式会社 株式会社札幌映像プロダクション イゲタサンライズパイプ株式会社 株式会社ほくやく トヨタカローラ苫小牧株式会社 室蘭信用金庫 税理士法人さっぽろ税務会計
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その他の専門・技術サービス業 ＴＢＣグループ株式会社 ＮＰＯ法人みのりの丘 複合サービス事業 東洋ワークセキュリティ株式会社 釧路北部消防事務組合

税理士法人浜津会計事務所 株式会社日本旅行北海道 社会福祉法人えぽっく 秋田ふるさと農業協同組合 特定非営利活動法人北摂こども文化協会 札幌市（消防）

株式会社ＳＥＫＡＩ 株式会社ニラク 社会福祉法人大石福祉会 石狩市農業協同組合 豊平公益株式会社 警察

株式会社セコマ 株式会社農協観光 社会福祉法人帯広福祉協会 いわみざわ農業協同組合 株式会社トライハードエンターテイメントジャパン 神奈川県警察

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社平成観光 株式会社学研ココファン・ナーサリー おいらせ農業協同組合 奈井江町商工会 警視庁

株式会社博報堂ＤＹアイ・オー 株式会社ベガスベガス 社会福祉法人北ひろしま福祉会 帯広大正農業協同組合 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 長野県警察

株式会社TENTiE（テンタイ） 株式会社北海道シーアイシー研究所 社会福祉法人勤医協福祉会 オホーツク網走農業協同組合 羽田空港サービス株式会社 北海道警察

株式会社道測テクニス 株式会社ボディワーク 株式会社クリーンリースウェルフェア 北石狩農業協同組合 株式会社フルキャスト 教員

株式会社トーホーエンジニアリング 名鉄観光サービス株式会社 社会福祉法人黒松内つくし園 北いぶき農業協同組合 株式会社フルキャストホールディングス 青森県教員（小学校／期限付）

株式会社西山マネジメントオフィス めもりあるグループホールディングス株式会社 社会福祉法人慧誠会（帯広生活支援センター） きたそらち農業協同組合 株式会社ペイロール 神奈川県教員（特別支援学校／期限付）

株式会社ネクスコ東日本トラスティ 株式会社山本ビル 株式会社健康倶楽部 きょうわ農業協同組合 株式会社北海道山有 宮城県教員（小学校）／期限付

株式会社ビジョンサービス ユーエスマート株式会社 公益財団法人鉄道弘済会 清里町農業協同組合 北海道ハピネス株式会社 千葉県教員（小学校）／期限付

株式会社ブリックス 株式会社ラウンドワン 公益財団法人北海道精神保健推進協会 小清水町農業協同組合 株式会社マーキュリー 札幌市教員（小学校）

株式会社松屋フーズホールディングス ワタキューセイモア株式会社 社会福祉法人厚生協会 札幌市農業協同組合 ライクスタッフィング株式会社 札幌市教員（特別支援学校）

野外化学株式会社 学校教育 合同会社ペン具 ＪＡとまこまい広域農業協同組合 リンケージサービス株式会社 札幌市教員（特別支援学校）／期限付

株式会社Ｗｉｚ 学校法人帯広渡辺学園（帯広北高等学校） 公立学校共済組合 士幌町農業協同組合 株式会社ワールドインテック 北海道教員（小学校）

宿泊業・飲食サービス業 学校法人後藤学園 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 新おたる農業協同組合 ワールドエンタプライズ株式会社 北海道教員（小学校／期限付）

株式会社阿寒グランドホテル（鶴雅グループ） 学校法人札幌学院大学 株式会社さくらコミュニティサービス 新函館農業協同組合 株式会社ワールドコーポレーション 北海道教員（中学校：英語）

株式会社あきんどスシロー 学校法人北海道星槎学園 社会福祉法人札親会 そらち南農業協同組合 株式会社ワールドストアパートナーズ 北海道教員（中学校：数学）／期限付

株式会社アトム北海道 学校法人日本医療大学 社会福祉法人札幌この実会 大学生活協同組合連合会北海道事業連合 国家公務 北海道教員（中学校：社会）

株式会社アレフ 学校法人原学園苫小牧中央高等学校 社会福祉法人札幌報恩会 大樹町農業協同組合 刑務官　北海道 北海道教員（中学校／期限付）

株式会社アンビックス 学校法人北海道医療大学 社会福祉法人幸清会 道央農業協同組合 国家公務員（一般職）／北海道労働局 北海道教員（高校：商業）

ＨＴＭ株式会社 学校法人北海道科学大学 社会福祉法人札幌育児園 ながぬま農業協同組合 国家公務員（一般職）／札幌東税務署 北海道教員(高校：英語）

株式会社エフビーエス ヒューマンアカデミー株式会社 社会福祉法人伏古福祉会（藤苑） 日本郵便株式会社 国家公務員（一般職）／水産庁 北海道教員（高校／期限付）

株式会社王将フードサービス 北海道公立大学法人札幌医科大学 社会福祉法人北翔会 八戸農業協同組合 自衛官／一般曹候補生（海上） 北海道教員（特別支援学校）

株式会社オークラニッコーホテルマネジメント 株式会社北海道中央自動車学校 社会福祉法人ポロシリ福祉会 びらとり農業協同組合 自衛官／一般曹候補生（陸上） 北海道教員（特別支援学校／期限付）

オーブ株式会社 その他の教育・学習支援業 社会福祉法人十愛療育会 広尾町農業協同組合 自衛官／自衛官候補生（航空）

株式会社ＧＡＫＵ 株式会社コペル 株式会社ジュネリカ 本別町農業協同組合 自衛官／自衛官候補生（陸上）

北一食品株式会社 株式会社札幌進学プラザ 社会福祉法人常徳会 幕別町農業協同組合 自衛官／自衛官幹部候補生（海上）

株式会社glob 株式会社秀英予備校 社会福祉法人新篠津福祉会 湧別漁業協同組合 労働基準監督官／北海道労働局

元気寿司株式会社 株式会社ニスコ 特定非営利活動法人ステップバイステップ その他のサービス業 地方公務

こども給食センター株式会社 ＮＯＶＡホールディングス株式会社 社会福祉法人聖母会(天使の園） 株式会社アウトソーシング 青森県職員（福祉）

株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル 株式会社ベンチャーバンク セントケア・ホールディング株式会社 株式会社アウトソーシングテクノロジー 北海道職員(一般行政)

株式会社札幌東急ホテルズ 株式会社マツダ自動車教習所室蘭中央自動車学園 ＳＯＭＰＯケア株式会社 株式会社アズスタッフ 北海道職員(教育行政)

株式会社すかいらーく 株式会社ライフクリエイト 社会福祉法人高田福祉事業団 株式会社アペックス 北海道職員(警察行政)

スターバックスコーヒージャパン株式会社 練成会グループ 社会福祉法人タラプ ＡＬＳＯＫ北海道株式会社 北海道職員（小中学校事務）

ＷＢＦホテルマネジメント株式会社 医療業・保健衛生 社会福祉法人千歳いずみ学園 一般財団法人全日本ろうあ連盟 北海道職員（農業土木）

株式会社デンショク 秋田県厚生農業協同組合連合会（ＪＡ秋田厚生連） ティービーエル株式会社 一般社団法人国際教育連盟 北海道職員（社会福祉）

株式会社Twelve 一般財団法人船員保険会 株式会社トーマス 一般社団法人日本自動車連盟 市町村（一般事務など）

東急リゾーツ＆ステイ株式会社 医療法人風のすずらん会（江別すずらん病院） 特定非営利活動法人エスポワール北見 株式会社ウィルオブ・ワーク 青森県南部町（一般事務）

株式会社トリドール 医療法人久幸会 特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかり 株式会社エイジェック 青森県階上町（一般事務）

野口観光株式会社 医療法人しもでメンタルクリニック 特定非営利活動法人さっぽろこどもさぽーと エイジス北海道株式会社 青森県八戸市（学芸員：考古）

株式会社はなまる 医療法人社団荒木病院 特定非営利活動法人ぬくもりの介護 ＡＮＡ新千歳空港株式会社 青森県平川市（一般事務）

株式会社ハマノホテルズ 医療法人社団札幌道都病院 社会福祉法人ナーサリー虹の会 株式会社ＡＰパートナーズ 青森県むつ市（一般事務）

株式会社PLAY＆co 医療法人社団慈雲堂病院 社会福祉法人奈井江町社会福祉協議会 株式会社エスプール 神奈川県大磯町（一般事務）

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク 医療法人社団鈴木内科医院 社会福祉法人長井学園 恵庭商工会議所 上北地方教育・福祉事務組合（一般事務）

株式会社北海道グローバルリンクス 医療法人社団刀圭会（協立病院） 社会福祉法人楡の会 ＮＥＣ　ＶＡＬＷＡＹ株式会社 網走市（一般事務）

株式会社サプライズ北海道事業本部 医療法人社団博仁会（大江病院） 社会福祉法人ねむの木福祉会 ＮＰＯ法人能代市体育協会 歌志内市（一般事務）

北海道ＰＫホテルマネジメント株式会社 医療法人社団ふくろう会エンガル歯科医院 株式会社ノアコンツェル 江別商工会議所 江別市（一般事務）

株式会社ホットランド 医療法人仁恵会（中野記念病院） 社会福祉法人ノテ福祉会 株式会社オープンループパートナーズ 北見市（一般事務）

株式会社Ｍａｓｓｉｖｅ 医療法人新産健会 社会福祉法人函館杉の子園 オンタイムデリバリージャパン株式会社 札幌市（免許・資格職：保育士）

株式会社マルシンカワムラ 医療法人東北海道病院 株式会社ハッピーデイズ 株式会社北海道トータル警備 札幌市(一般事務)

株式会社丸千代山岡家 医療法人北晨会　恵み野病院 社会福祉法人はるにれの里 株式会社ライズ 士別市（一般事務）

株式会社万世 医療法人渓仁会 株式会社バンブーぴあ 株式会社華連警備保障 千歳市（一般事務）

株式会社萬世閣 公益財団法人秋田県総合保健事業団 社会福祉法人美瑛慈光会 ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社 苫小牧市（一般事務）

株式会社宮田屋珈琲 公益社団法人函館市医師会（函館市医師会病院） 社会福祉法人光が丘学園 株式会社キャスティングロード 名寄市（一般事務）

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 公益社団法人北海道勤労者医療協会 社会福祉法人羊ケ丘養護園 株式会社キャスト 函館市（一般事務）

株式会社リイチ さっぽろ白石内科消化器クリニック ＨＩＴＯＷＡホールディングス株式会社 共同エンジニアリング株式会社 三笠市（一般事務）

ルートインジャパン株式会社 社会医療j法人恵佑会札幌病院 社会福祉法人扶桑苑 株式会社グラスト 石狩支庁管内：当別町（一般事務）

生活関連サービス業・娯楽業 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 株式会社ベネッセスタイルケア 株式会社グラン・クリエイト 胆振支庁管内：安平町（一般事務）

株式会社あいプラン 砂川市立病院 社会福祉法人北勝光生会 株式会社ＧＲＥＥＮＲＩＢＢＯＮ 渡島支庁管内：上ノ国町（学芸員）

株式会社アドバンス 特定医療法人社団千寿会（三愛病院） 社会福祉法人北海愛星学園 株式会社グロウスタッフ 渡島支庁管内：八雲町（一般事務）

株式会社アンチエイジング東京 株式会社ツクイ 社会福祉法人北海道光生舎 株式会社ＫＳＰ・ＥＡＳＴ オホーツク支庁管内：美幌町（一般事務）

株式会社ＥＬＣ ＥＮＣＨＡＮＴＥＲ デンタルサポート株式会社 北海道国民健康保険団体連合会 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 オホーツク支庁管内：訓子府町（一般事務）

一般財団法人札幌市スポーツ協会 医療法人徳洲会 社会福祉法人北海道社会福祉事業団 公益財団法人北海道農業公社 オホーツク支庁管内：佐呂間町（一般事務）

株式会社エイチ・アイ・エス 特定医療法人社団千寿会（三愛病院） 北海道都市職員共済組合 株式会社サイナス オホーツク支庁管内：遠軽町（一般事務）

ＳＤエンターテイメント株式会社 日本赤十字社 社会福祉法人北海道ハピニス 札幌商工会議所 オホーツク支庁管内：滝上町（一般事務）

株式会社エンパイアー 社会医療法人函館博栄会 株式会社ポピンズ Ｓｕｐｒｉｅｖｅ株式会社 後志支庁管内：泊村（社会福祉士）

オータ・グループ 八丁平歯科医院 社会福祉法人三笠市社会福祉協議会 様似町商工会 後志支庁管内：共和町（一般事務）

株式会社小樽ゴルフ場 株式会社ファクトリージャパングループ 社会福祉法人三矢会 ＣーＴＥＣ株式会社 後志支庁管内：仁木町（一般事務）

加森観光株式会社 北海道厚生農業協同組合連合会 社会福祉法人麦の子会 ＳＴＡＲＴＥＫ　ＭＡＬＡＹＳＩＡ　ＳＤＮ　ＢＨＤ 後志支庁管内：余市町（一般事務）

株式会社キタムラ 社会保険・社会福祉・介護事業 社会福祉法人室蘭福祉事業協会 セイコーリテールサービス株式会社 後志支庁管内：岩内町（一般事務）

芸妓 社会福祉法人愛誠会（アイ保育園） 社会福祉法人明和会 セコム株式会社 空知支庁管内：栗山町（一般事務）

株式会社クレドインターナショナル アースサポート株式会社 メディカル・ケア・サービス株式会社 株式会社セノン 空知支庁管内：南幌町（一般事務）

株式会社公益社 社会福祉法人網走愛育会 社会福祉法人ゆうゆう セントスタッフ株式会社 空知中部広域連合（一般事務）

株式会社光生舎 社会福祉法人あむ 社会福祉法人雪の聖母園 セントラル警備保障株式会社 十勝支庁管内：豊頃町（一般事務）

株式会社合田観光商事 社会福祉法人いちはつの会 社会福祉法人よいち福祉会 株式会社タス 十勝支庁管内：本別町（一般事務）

株式会社正栄プロジェクト 一般社団法人輝の輪 株式会社ライズリング 株式会社チェッカーサポート 十勝支庁管内：芽室町（学校指導員）

株式会社将軍ジャパン 一般社団法人にじいろ福祉会 株式会社らくらホールディングス 株式会社中日ドラゴンズ 日高支庁管内：日高町（一般事務）

新星レジャー開発株式会社 株式会社ウイングル 社会福祉法人洛和福祉会（洛和会ヘルスケアシステム） 株式会社ティーアイアール 日高支庁管内：平取町（一般事務）

株式会社新和 株式会社ウェルネスフロンティア 株式会社ランウェルネス 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 檜山支庁管内：江差町（一般事務）

株式会社セントラル 社会福祉法人ＨＯＰ 社会福祉法人緑星の里 株式会社テクノプロ 消防

株式会社ダイナム 社会福祉法人恵庭光風会 社会福祉法人若竹会 株式会社テクノプロ・コンストラクション 小樽市（消防）

株式会社塚原フィットネスクラブウイング ＮＰＯ法人ＢＡＫＵ 社会福祉法人わらしべ会 株式会社東名 北見市消防局
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