
札幌大谷大学 芸術学部 美術学科
【公立大学法人】

札幌市立大学 デザイン学部
北翔大学 教育文化学部 北海道科学大学

【国立大学法人】

北海道教育大学

公立中学校教員 トヨタ自動車(株) (株)ホリプロ (株)スクウェア・エニックス 学芸員

公立高等学校教員 アクセンチュア(株) 江別市セラミックアートセンター (株)pixyda (株)札幌映像プロダクション

(株)北海道アズマシィ 本多技研工業(株) 札幌市立大通高等学校 (株)オートクチュール 日本アニメーション(株)

東洋(株) クリナップ(株) (有)デジタルプラネッツ COMMONO Inc. (株)トッパングラフィックコミュニケーションズ

(株)草薙 (株)乃村工藝社 リオネ(株) (株)monocyte (株)グラフィニカ

ダイアモンドヘッド(株) (株)ニトリパブリック (株)ミックス （インテリアコーディネーター） あまた(株) (公財)札幌市芸術文化財団

(株)六本木スタジオ 大和ハウス工業(株) (株)オンザコート (株)北日本広告 アイリスオーヤマ(株)

グローヴエンターテイメント(株) Septeni Ad Creative(株) (株)ジョンソンホームズ (株)オーテック 日本放送協会

(株)A-1 Pictures (株)電通東日本 (株)パル ActsDesignHaus(株) エヌディーキューブ(株)

(株)ハ･ン･ド (株)ADKホールディングス (株)ステージアンサンブル (株)ユープロダクション (株)東急エージェンシー

八戸工業大学
東北生活文化大学

 美術学部 美術表現学科

【国立大学法人】

秋田大学 教育文化学部

【公立大学法人】

秋田公立美術大学
東北芸術工科大学

秋田印刷製本(株) (株)ハイパースペーススタジオ (株)アイ・クリエイト （デザイナー） (株)カプコン キャノン(株)

ロントラ(株) (株)Cygames 秋田県小学校教諭 (株)プラチナゲームズ (株)MAPPA

(株)温泉道場 (株)MAPPA 山形県中学校講師 （美術） (株)アドウェイズ (株)カプコン

岡三リビック(株) 仙台デザインワークス(株) 秋田大学附属小学校講師 ブリヂストンサイクル(株) (株)オカムラ

タキゲン製造(株) (株)シャフト 秋田県特別支援学校教諭 (株)ケイ・ウノ (株)博報堂

ツガワ(株) (株)デザインアートセンター 宮城県内企業・デザイナー (株)つむら工芸 トヨタ自動車(株)

富士古河E＆C(株) 東北歴史博物館 海外留学 （英国） (株)Mテック アイリスオーヤマ(株)

タカラスペースデザイン(株) ザ･ミュージアムMATSUSHIMA (一財)日本オートスポーツセンター (株)サンプロ (株)朝日新聞社

(株)ミライト 仙台市教育委員会 （中・高美術） 潟上市役所 東京都特別区 （足立区役所） (株)ベネッセコーポレーション

(株)ボンズ 私立高校講師 （美術） 仙台市教育委員会 （中学校美術教員） 東日本旅客鉄道(株)

過去3年間の就職実績

大学･短期大学

●各校アンケートより（2022年4月）

北海道

東北（青森・宮城・秋田・山形）



文星芸術大学 城西国際大学 メディア学部 桜美林大学 芸術文化学群 宝塚大学 東京メディア芸術学部 多摩美術大学

(株)ジェッタス (株)オリエンタルランド (株)Cygames (株)コロプラ トヨタ自動車(株)

(株)アド・スタッフ (株)オプト (株)サンライズ 東映アニメーション(株) 日産自動車(株)

(株)しばた工芸 (株)サンアド (株)TBSスパークル (株)マーベラス (株)資生堂

(株)ダイサン キングレコード(株) (公財)神奈川芸術文化財団 セントラル技研(株) コクヨ(株)

(株)クイックサーブ (株)ホリプロ (株)オリエンタルランド (株)バンダイナムコピクチャーズ (株)博報堂

カーズ(株) (株)ヨドバシカメラ 神奈川県教育委員会 （美術教員） (株)サイバーステップ 任天堂(株)

(株)アウトソーシング (株)宝塚舞台 (株)AbemaTV (株)東京写真工房 (株)サンリオ

さくら市立氏家中学校 (株)角川大映スタジオ (株)バンダイナムコアミューズメント (株)音響ハウス ミズノ(株)

栃木県立足利清風高等学校 (株)富士巧芸社 凸版印刷(株) (株)カプコン 味の素(株)

(株)ヨドバシカメラ 酒々井町役場 四季(株) （劇団四季） (公社)日本漫画家協会 (株)電通

東京工科大学 デザイン学部 東京工芸大学 東京造形大学 日本大学藝術学部 武蔵野美術大学 女子美術大学

(株)アマナ (株)電通 (株)博報堂プロダクツ (株)電通 (株)ジェネレーションパス

(株)レベルファイブ 花王(株) (株)電通 凸版印刷(株) 丸眞(株)

(株)イイノ・メディアプロ (株)コナミデジタルエンタテインメント 四季(株) （劇団四季） (株)資生堂 神奈川県教育委員会

太陽企画(株) (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント (株)小学館 パナソニック(株) (株)アウトソーシングテクノロジー

(株)カプコン (株)サンリオ (株)オリエンタルランド 日産自動車(株) (株)RGB

千葉テレビ放送(株) (株)ファミリア (株)読売新聞社 任天堂(株) (株)ティー・ワイ・オー

サンエックス(株) (株)パイロットコーポレーション (株)テレビ東京 大和ハウス工業(株) NPO法人 道

(株)あとらす二十一 (株)LIXIL 松竹(株) (株)コム・デ・ギャルソン サンエックス(株)

(株)サイバーエージェント スズキ(株) (株)ヤマハミュージックリテイリング チーム・ラボ(株) ブルーブルーエジャパン(株)

(株)セガゲームス 大和ハウス工業(株) (株)資生堂 (株)オリエンタルランド ユザワヤ商事(株)

女子美術大学短期大学部 横浜美術大学 和光大学 表現学部 芸術学科

サンエックス(株) (株)東急エージェンシープロミックス 神奈川県立近代美術館

(株)サイバーエージェント (株)朝日新聞社 山種美術館

(株)クーリア KDDI(株) パイオニア(株)

(株)旭プロダクション (株)カプコン 大日本印刷(株)

(株)ラジアン (株)ベイシカ (株)ロジックエンターテインメント

(株)高島屋 (株)イング (有)カイカイキキ

(株)ジンズ (株)ベネッセスタイルケア 日本アート(株)

(株)貴和製作所 (株)Spoon (株)ユナイテッドアローズ

四季(株) （劇団四季） サンメッセ(株) 東京都・川崎市・神奈川県中学教員 （美術）

明治座舞台(株) 公立・私立学校教員

大学ホームページを ご参照ください

過去3年間の就職実績

大学･短期大学

●各校アンケートより（2022年4月）

関東
（栃木・千葉・東京・神奈川）



開志専門職大学
【公立大学法人】

長岡造形大学

【国立大学法人】

富山大学 芸術文化学部
金沢学院大学 金沢学院短期大学

ダイハツ工業(株) (株)能作 宮下印刷(株) クリナップ(株)

(株)ミクシィ BBSジャパン(株) (株)シ・ピ・エル (株)コーセー

富士フィルム(株) 福島印刷(株) サクラパックス(株) 創和テキスタイル(株)

(株)バンダイナムコエンターテインメント (株)箔一 (株)ダブルアップ (株)アスプコミュニケーションズ

キャノン(株) コニカミノルタジャパン(株) (株)キャン (株)ヒスコム

(株)カプコン 四季(株) （劇団四季） (株)ブレインアソシエイツ 日本海ツーリスト(株)

(株)毎日新聞社 ソフトバンク(株) (同)DMM GAMES 日本郵便(株)

(株)電通東日本 ヤフー(株) (株)クラスコデザインスタジオ 日本通運(株)

(株)日本設計 日産自動車(株) (株)エイムビデオプロダクション 大木産業(株)

清水建設(株) マツダ(株) (株)ワールドリーデザイン (株)金沢東急ホテル

【公立大学法人】

金沢美術工芸大学
金城大学短期大学部

任天堂(株) (株)バルデザイングループ

(株)セガ BREST(株)

本田技研工業(株) (株)rubi

トヨタ自動車(株) (株)ストアインク

(株)電通 (株)金沢舞台

(株)博報堂 EIZO(株)

(株)湖池屋 前田印刷(株)

日本電気(株) (株)キネマシトラス

シャープ(株) (有)エッグ

独立行政法人 造幣局 (株)アントール

2021年度開設のため まだ実績はございません

過去3年間の就職実績

大学･短期大学

●各校アンケートより（2022年4月）

甲信越（新潟）

北陸（富山・石川）



常葉大学
【公立大学法人】

愛知県立芸術大学
名古屋学芸大学 名古屋造形大学

シャープ(株) (株)日立製作所 (株)ギークピクチュアズ 三菱自動車工業(株)

(株)JVC KENWOODデザイン ダイハツ工業(株) 四季(株) （劇団四季） キャノン(株)

(株)マネーフォワード コクヨ(株) (株)TBSアクト (株)オリエンタルランド

(株)静岡博報堂 ヤフー(株) (株)旭プロダクション (株)セガゲームズ

大東建託(株) (株)サイバーエージェント (株)日本デザインセンター 東映アニメーション(株)

木内建設(株) (株)セガゲームス (株)博報堂プロダクツ (株)コロプラ

静岡ガスリビング(株) (株)Cygames (株)大広 (株)CBCクリエイション

セキスイハイム東海(株) (株)TBSテレビ 豊田合成(株) (株)アーバンリサーチ

(株)エイエイビー (株)中日新聞社 (株)カプコン (株)スペース

中学校 （中学校） (株)電通クリエーティブX（クロス） (株)アダストリア (株)セイバン

過去3年間の就職実績

大学･短期大学

●各校アンケートより（2022年4月）

東海
（静岡・愛知）

●各校アンケートより（2022年4月）



成安造形大学
【公立大学法人】

京都市立芸術大学
京都精華大学 京都美術工芸大学 嵯峨美術大学　

(株)サンリオ 任天堂(株) 積水ハウス(株) サンエックス(株)

(株)スクウェア・エニックス (株)スクウェア・エニックス 大和ハウス工業(株) (株)京都アニメーション

(株)Cygames (株)カプコン ジェイアール東海コンサルタンツ(株) (株)レベルファイブ

(株)カプコン (株)サクラクレパス (株)東宝映像美術 (株)モノリスソフト

KCJ GROUP (株)　（キッザニア） (株)京都アニメーション 髙松建設(株) (株)コム・デ・ギャルソン

(株)ビズリーチ (株)ディー・エヌ・エー 京都府庁 (株)博報堂プロダクツ

(株)TASAKI (株)幻冬舎デザインプロ 兵庫県庁 (株)草薙（Cygamesグループ）

(株)宝塚舞台 (株)一条工務店 (株)J.フロント建装 (株)東宝映像美術

(株)たねや 公務員 (株)トーセ (株)ボークス

(株)カミオジャパン 中学・高校教員 東京映像美術(株) (有)島津漆彩色工房

嵯峨美術短期大学
【国立大学法人】

大阪教育大学
大阪芸術大学 大阪芸術大学短期大学部 神戸芸術工科大学

【国立大学法人】

奈良教育大学

日本アニメーション(株) (株)インハイ (株)青二プロダクション (株)サンデザインアソシエーツ 大和ハウス工業(株)

エスピーメディアテック(株) (株)イッセイミヤケ (株)アマナ トンガルマン(株) (株)カプコン

巧美堂印刷(株) エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株) (株)カプコン (株)Go Hands ダイハツ工業(株)

(株)サンワ (株)エム・フィールド 大成建設(株) 毎日マーク(株) カシオ計算機(株)

(株)わかさ生活 (株)クラフト 大和ハウス工業(株) 岩倉印刷紙業(株) (株)京都アニメーション

(株)ライフ総合舞台 (株)クレイソフト 東映(株) 京都撮影所 (株)嘉祥窯 東映アニメーション(株)

東映(株)　京都撮影所 モスリングラフィック (株)ネイキッド (株)宝塚舞台 (株)博報堂プロダクツ

シキボウ(株) 私立高校（美術教師） (株)阪急阪神百貨店 (株)共立 (株)TASAKI

丸滋製陶(株) 公立高校（美術教師） (株)バンダイナムコスタジオ (株)関西東通 (株)アダストリア

(株)ホリゾン 地方公務員（大阪） (株)本田技術研究所 (株)ハートス (株)カインズ

奈良芸術短期大学

(株)Mテック

(有)Wish

(株)視覚デザイン研究所

(株)カミオジャパン

(株)シェルパ

(株)黒壁

橿原考古学研究所

(株)桝屋高尾

コーセー化粧品販売(株)

(株)カプコン

お問い合わせください

お問い合わせください

●各校アンケートより（2022年4月）

過去3年間の就職実績

大学･短期大学

●各校アンケートより（2022年4月）

関西
（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良）

●各校アンケートより（2022年4月）



【公立大学法人】

岡山県立大学 デザイン学部
川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科 倉敷芸術科学大学

【公立大学法人】

尾道市立大学　芸術文化学部
比治山大学短期大学部

スズキ(株) (学)川崎学園 (株)ルート・アンド・アソシエイツ (株)RCCフロンティア

ライフデザイン・カバヤ(株) (福)岡山博愛会　岡山博愛会病院 (株)ビザビ 金井大道具(株)

大東建託(株) (イ)全仁会 倉敷平成病院 新島ガラスアートセンター (株)A-1 Pictures

大日本印刷(株) (イ)創和会 重井医学研究所附属病院 広島放送(株) (株)オガワ

YKK AP(株) (イ)KNI 北原国際病院 (株)テレビマンユニオン １-UP STUDIO(株)

凸版印刷(株) (イ)三栄会 ツカザキ病院 (株)バンダイナムコスタジオ (株)ヤマダホールディングス

(株)KG情報 (福)旭川荘 (株)ジェー・シー・スタッフ イズミ・フード・サービス(株)

(株)イタミアート トキア企画(株) (株)ENGI 尾道市立美術館

(株)OHKエンタープライズ (株)ゴールデンレイシオ 岡山県・中学校教員 (株)ダイキエンジニアリング

クラブン(株) (株)丸五 広島県・高等学校教員 (株)スタジオ・エーワン

【国立大学法人】

広島大学

【公立大学法人】

広島市立大学　芸術学部
福山大学　メディア・映像学科 安田女子大学

【国立大学法人】

愛媛大学

中学校美術教員 (株)ハマダ宝石時計店 (株)セガゲームス (株)中国新聞企画サービス 愛媛県公立小学校

高等学校美術教員 広島市公立小学校 三原テレビ放送(株) (株)エディオン 福岡県公立中学校

東広島市役所 (株)Cygames (株)ケーブル・ジョイ クツワ(株) 愛媛県地方公務員

(株)NTTドコモ 宇仁繊維(株) (株)VISUALIZ (株)大創産業 いよてつ総合企画(株)

GMOペパボ(株) (株)ワールドパーティー (株)ワンゴジュウゴ 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス(株) (株)サイプレス・ソリューションズ

光村教育図書(株) (株)ケイ・ウノ ナツメアタリ(株) 三井情報(株) (株)STAR CAREER

コクヨ(株) (株)MAPPA (株)スタジオアリス (株)日立ソリューションズ西日本 (株)LIVE

(株)ニコン (株)さくらペイント (株)スターダストプロモーション (株)インタフェース (株)キャステム

東京国立近代美術館 東リ(株) 福山市役所 (株)タカキフードサービスパートナーズ (株)エム・パック

裏千家 今日庵 茶道総合資料館 (株)gumi (株)中国バス ひらたCATV(株) 松山総合開発(株)

お問い合わせください

過去3年間の就職実績

大学･短期大学

●各校アンケートより（2022年4月）

中国（岡山・広島）

四国（愛媛）



九州産業大学 芸術学部 九州産業大学造形短期大学部
【国立大学法人】

佐賀大学 芸術地域デザイン学部
崇城大学

【公立大学法人】

大分県立芸術文化短期大学

スズキ(株) (株)博報堂プロダクツ (株)電通九州 (株)ぎゃろっぷ (株)スチームシップ

マツダ(株) (株)プロダクション・アイジー (株)レベルファイブ (株)銀杏社 (株)アミネワークス

(株)レベルファイブ モンブラン・ピクチャーズ(株) (株)無印良品 (株)コーセー (株)トロイカ

(株)博報堂プロダクツ (株)FOREST Hunting One (株)再春館製薬所 (株)ガンバリオン 中津木工(株)

(株)ガホールディングス さくらフォレスト(株) (株)オリックス (株)シギヤマ家具工業 (株)バウコミュニケーションズ

(株)スペース (株)イングラ/HIQU DESIGN (株)ハウス食品 (株)関家具 (株)Cygames

(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス (株)彩 (株)ゼネラルアサヒ 鶴屋百貨店 立野木材工芸(株)

アサヒシューズ(株) (株)スタジオエビス (株)香蘭社 熊本第一信用金庫 大和冷機工業(株)

イケア・ジャパン(株) 岡家具工業(株) (株)ユニクロ 市役所職員 松田周作建築事務所

中学校教員 リディアミックス(株) (株)東映 学校教諭 (株)アド・パスカル

【公立大学法人】

沖縄県立芸術大学

(株)モノクラム

(有)ケイズファクトリー

(株)エマエンタープライズ

(株)琉球銀行

トランスコスモス(株)

城紅型工房

自衛隊

(株)ライフデザイン

(株)アイリスオーヤマ （中国支店）

教員

過去3年間の就職実績

大学･短期大学

●各校アンケートより（2022年4月）

九州（福岡・佐賀・熊本・大分）

沖縄


