
長崎総合科学大学電気電子工学コースの最近の就職先

企　　業　　名
  本社
所在地 株式 業　種　名 企業事業内容

日本フードパッカー㈱ 青森県 食料品製造業 畜産物の処理・加工・販売、油脂・飼料の製造及び販売

独）高齢･障害･求職者雇用支援機構 千葉県 社会保険･社会福祉･介護事業
障害者の雇用促進に関する援助,高年齢者等の雇用に
関する援助他

NTTドコモ 東京都 上場 通信業
携帯電話サービス）、光ブロードバンドサービス、衛星電
話サービス、国際サービス、各サービスの端末機器販
売

五洋建設㈱ 東京都 上場 建設業
総合建設業(建設工事の設計及び請負・地域、都市開
発および海洋開発業 他）

日本コムシス㈱ 東京都 情報通信業 IT関連事業・情報関連事業・電気通信設備事業

日本建設工業㈱ 東京都 設備工事業
火力・原子力発電ﾌﾟﾗﾝﾄの建設とﾒﾝﾃﾅﾝｽ、産業機械・環
境対策機器

旭日電気工業㈱ 東京都 設備工事業
官公庁自治体の官舎、諸施設、学校、病院等の電気設
備工事

㈱日鉄エレックス 東京都 設備工事業
電気･計装･情報通信設備の設計､施工及び整備｡ｺﾋﾟｭｰ
ﾀの設計､製作

三興グループ 東京都 設備工事業 製造ﾌﾟﾗﾝﾄ、原子力施設、その他の設備等の計装等

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 東京都 設備工事業
ﾄｰﾀﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ事業（昇降機設備管理、冷熱空調設備管
理、ﾋﾞﾙ診断他）

紫光電気㈱ 東京都 設備工事業 電気設備工事及び器材の販売

㈱ジェイペック 東京都 設備工事業
火力・地熱発電所各種設備の建設・増設・改修工事の
設計から施工

㈱フォーラムエンジニアリング 東京都 専門サービス業
電気電子･通信及びｿﾌﾄｳｪｱ開発等の技術系アウトソー
シング業

旭エレクロトニクス㈱ 東京都 電気機械器具製造業
ｲﾝﾃﾙ製品及びﾏｲｸﾛｿﾌﾄ製品の販売、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ関連事
業他

ＫＪケミカルズ㈱ 東京都 化学工業 合成樹脂およびその関連製品の製造、加工および販売

芝浦エレテック㈱ 神奈川県 上場 職別工事業
半導体・液晶・ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置の回収・部品販
売、部品洗浄、真空ﾎﾟﾝﾌﾟの製造・販売・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等

千代田計装㈱ 神奈川県 設備工事業
各種産業用・民生用設備並びに環境保全設備等、建築
物、構造物等

富士通特機システム㈱ 神奈川県 情報サービス業
富士通が防衛庁に納入した機器・システムの修理・メン
テナンス、運用サポート

㈱ダッド 愛知県 専門サービス業 技術出版物の企画、編集、出版物、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築他

竹田設計工業㈱ 愛知県 専門サービス業
航空機･宇宙機器･自動車･半導体等の開発設計･解析、
ﾛﾎﾞｯﾄ開発他

大和ハウス工業㈱ 大阪府 上場 総合工事業 総合建設業

㈱きんでん 大阪府 上場 設備工事業 電気・計装・通信・空調・内装設備の設計、施工

寺崎電気産業㈱ 大阪府 上場 情報通信機械器具製造業
配線用遮断機,産業用配電制御ｼｽﾃﾑ等の開発,設計,製
造,販売

㈱クリハラント 大阪府 設備工事業
電機、計装工事の施工管理（火力・原子力発電所・官公
庁の諸施設

野里電気工業㈱ 大阪府 設備工事業
電気設備工事の設計・施工、自動制御装置の設計・製
作

テラテック㈱ 大阪府 専門サービス業 船舶・ﾌﾟﾗﾝﾄ・ﾋﾞﾙ等の電気関連設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ他

㈱あさひ 大阪府 卸売・小売業
自転車専門大型小売店、製品の開発・製造・卸・通販事
業

ハヤカワ電線工業㈱ 兵庫県 電気機械器具製造業 ワイヤーハーネス、電子部品製造及び販売

㈱中電工 広島県 上場 設備工事業
電気・通信・計装・防災・冷暖房・水道・給排水・衛生環
境設備等

内海造船㈱ 広島県 上場 輸送用機械器具製造業 鋼船製造・修理・改造業 他

丸井産業㈱ 広島県 金属製品製造業 建設金物の製造・販売、合成樹脂建材の製造・販売

㈱ダイキエンジニアリング 広島県 専門サービス業
船舶・自動車等の開発設計,生産技術、ｿﾌﾄ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ開
発の受託

㈱九電工 福岡県 上場 設備工事業 総合設備業

千代田計装㈱ 福岡県 設備工事業 空調自動制御装置・機器の設計･施工･保守および販売

㈱九州テクニカルサービス 福岡県 設備工事業 電気通信工事、電気設備工事

福岡県教員 福岡県 教育・学習支援業 高校

(学)仰星学園 仰星学園高等学校 福岡県 教育・学習支援業 高校

テラサキ伊万里㈱ 佐賀県 設備工事業 大型船舶用配電制御システムの設計及び製造

佐電工㈱ 佐賀県 設備工事業
電気設備工事(屋内・屋外),送電,空調・管,配電,通信工
事

九州電子㈱ 熊本県 光半導体デバイス開発・製造
光半導体デバイス開発・製造、光IC・マイクロ波IC設計
開発、LSI設計

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 熊本県 造船業 船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等

三菱重工業㈱　長崎造船所 長崎県 上場 その他の製造業 発電事業、船用事業、宇宙機器、その他
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佐世保重工業㈱ 長崎県 輸送用機械器具製造業 船舶造修業、橋梁・水門等の鋼構造物製造・据付け他

長崎魚市㈱ 長崎県 飲食料品卸売業 鮮魚介類卸売業及び、冷凍干魚の販売､冷蔵庫倉庫業

長崎菱電テクニカ㈱ 長崎県 電気機械器具製造業
板金・金型精密機器製造、制御盤・ﾌﾟﾘﾝﾄ基板製造、設
備保全他

菱計装㈱ 長崎県 電気機械器具製造業
防衛関連各種制御機器等の設計、発電ﾌﾟﾗﾝﾄの設計･ｴ
ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ他

長崎空港ビルディング㈱ 長崎県 運輸に附帯するサービス
航空代理店、空港内売店、飲食店経営、施設賃貸業、
広告宣伝業

長崎西彼農業協同組合 長崎県 協同組合 信用、共済、購買、販売事業

協和機電工業㈱ 長崎県 設備工事業
上下水道・発変電施設及び各種プラント設備の設計・製
造・施工他

宮本電機㈱ 長崎県 設備工事業
FAｼｽﾃﾑ､SAｼｽﾃﾑ､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの開発･設計･施工。
一般電気工事

不動技研工業㈱ 長崎県 専門サービス業
各種発電ﾌﾟﾗﾝﾄ等の設計、自動車用電装品の開発設計
他

不動設計㈱ 長崎県 専門サービス業 発電ボイラ、プラント等燃焼機器及び配管等の設計製図

㈱ジェッター 長崎県 一般機械器具製造業
パチンコ遊技場向けの各種省力機器ｼｽﾃﾑ商品の開
発、製造販売

久保工業㈱ 長崎県 鉄鋼業 橋梁・建築鉄骨、発電ﾌﾟﾗﾝﾄ用構造物等の製造

㈱ユースフル 長崎県 半導体デバイス開発・製造
ソフトウェア開発、システム構築、人材派遣、保険代行
他

イサハヤ電子㈱ 長崎県 電子機械器具製造業
エレクトロニクス産業、ハイブリッドＩＣ、カスタム電源、
ディスクリート半導体の開発・設計・製造

エムエイチアイマリテック㈱ 長崎県 専門サービス業
船舶の設計及び各種制御システムの計画、設計、調
整、試験及びソフトウェアの開発、販売、保守

2015年度卒業

野里電気工業㈱ 大阪府 設備工事業
電気設備工事の設計・施工、自動制御装置の設計・製
作

協和機電工業㈱ 長崎県 設備工事業
上下水道・発変電施設及び各種プラント設備の設計・製
造・施工他

㈱中電工 広島県 上場 設備工事業
電気・通信・計装・防災・冷暖房・水道・給排水・衛生環
境設備等

旭エレクロトニクス㈱ 東京都 電気機械器具製造業
ｲﾝﾃﾙ製品及びﾏｲｸﾛｿﾌﾄ製品の販売、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ関連事
業他

㈱九電工 福岡県 上場 設備工事業 総合設備業

内海造船㈱ 広島県 上場 輸送用機械器具製造業 鋼船製造・修理・改造業 他

ＫＪケミカルズ㈱ 東京都 化学工業 合成樹脂およびその関連製品の製造、加工および販売

寺崎電気産業㈱ 大阪府 上場 情報通信機械器具製造業
配線用遮断機,産業用配電制御ｼｽﾃﾑ等の開発,設計,製
造,販売

2016年度卒業

長崎市役所 長崎県 自治体 環境プラント

STN 長崎県 専門サービス業 自動車制御ソフト開発

イサハヤ電子㈱ 長崎県 電子機械器具製造業
エレクトロニクス産業、ハイブリッドＩＣ、カスタム電源、
ディスクリート半導体の開発・設計・製造

エムエイチアイマリテック㈱ 長崎県 専門サービス業
船舶の設計及び各種制御システムの計画、設計、調
整、試験及びソフトウェアの開発、販売、保守

㈱中電工 広島県 上場 設備工事業
電気・通信・計装・防災・冷暖房・水道・給排水・衛生環
境設備等

協和機電工業㈱ 長崎県 設備工事業
上下水道・発変電施設及び各種プラント設備の設計・製
造・施工他

ジャパンマリンユナイテッド㈱ 熊本県 造船業 船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等

九州電子㈱ 熊本県 光半導体デバイス開発・製造
光半導体デバイス開発・製造、光IC・マイクロ波IC設計
開発、LSI設計

2017年度内定

イサハヤ電子㈱ 長崎県 電子機械器具製造業
エレクトロニクス産業、ハイブリッドＩＣ、カスタム電源、
ディスクリート半導体の開発・設計・製造

㈱栗原工業 大阪府 設備工事業 電機、計装工事の施工管理

五洋建設㈱ 東京都 上場 建設業
総合建設業(建設工事の設計及び請負・地域、都市開
発および海洋開発業 他）

野里電気工業㈱ 大阪府 設備工事業
電気設備工事の設計・施工、自動制御装置の設計・製
作

テラサキ伊万里㈱ 佐賀県 設備工事業 大型船舶用配電制御システムの設計及び製造

㈱九電工 福岡県 上場 設備工事業 総合設備業

日研トータルソーシング㈱ 東京都 請負，人材派遣 請負，人材派遣

日特エンジニアリング㈱ 埼玉県 上場 製造業 巻線機
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三菱電機エンジニアリング㈱ 東京 製造業 技術サービス，製品・システム

㈱名村造船所 佐賀県 上場 造船業 船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等

協和機電工業㈱ 長崎県 設備工事業
上下水道・発変電施設及び各種プラント設備の設計・製
造・施工他


