
北海道芸術デザイン専門学校 代々木アニメーション学院 札幌校　※ 仙台デザイン専門学校 仙台デザイン＆テクノロジー専門学校 専門学校 日本デザイナー芸術学院 仙台

(株)博報堂プロダクツデザインスタジオ (株)ウィットスタジオ (株)PILE (株)TEAMS (株)Cygames

(株)木村エージェンシー (株)A-1 Pictures (株)Cygames (株)ARTAGE アークシステムワークス(株)

プロコム北海道(株) (株)サンライズ (株)トッパングラフィックコミュニケーションズ (株)プルメデザインラボ アイリスオーヤマ(株)

(株)ハ・ン・ド (株)タツノコプロ (株)トキオン (株)スパークス (株)トッパングラフィックコミュニケーションズ

(株)きしだ Studio BACU 東映アニメーション(株) (株)Purmoe Design Lab 鳴海屋紙商事(株) ココネ(株)

(株)一寸房 (株)Cygames (株)ハートアンドブレーン (株)アルボアニメーション (株)旭プロダクション

イワクラホーム(株) (株)トーセ アイリスオーヤマ(株) (株)Engetsu (株)つむぎ秋田アニメLab

(有)永三ファニチャ (株)セガ RRSホールディングス(株) (株)スタジオサインポスト 光文社サービス(株)

(株)インテリア北匠工房 (株)Without (株)セイトウ社 (株)レヴォルト (株)メンバーズ

(株)ブロックコーポレーション (株)サイバーコネクトツー (株)サキガケ･アド･ブレーン (株)ファンテック (株)イイノ･メディアプロ

過去3年間の就職実績

専門学校等

●各校アンケートより（2022年4月）

北海道

東北（宮城）

●※は専修学校以外の教育機関を表しています



足利デザイン・ビューティ専門学校 宇都宮メディア・アーツ専門学校 阿佐ヶ谷美術専門学校 御茶の水美術専門学校 専門学校 桑沢デザイン研究所

アイリスオーヤマ(株) コナミホールディングス(株) (株)Cygames Pictures (株)ガゼボフィルム (株)バンダイナムコアミューズメントラボ

(株)ティーエムアート 両毛印刷(株) (株)Live 2D 国際自動車(株) (株)タカラトミー

(株)白鳳ビル (株)井上総合印刷 (株)イマジカデジタルスケープ サンスター文具(株) HARIO(株)

(株)ハレガケ 東栄広告(株) (株)テクモ ソシム(株) (株)日本デザインセンター

(株)アミング トヨタウッドユーホーム(株) いすゞ自動車(株) (株)NORTH (株)エッジインターナショナル

(株)カーメルウォンツ 栃木セキスイハイム(株) (株)デザインアートセンター (株)博報堂プロダクツ (株)スパイス

イトイ(株) (株)荒川建設 (株)ジェイスリー (株)BAKERU (株)Synk

(有)スタイル 日本ビジョンサービス(株) (株)ヘルメス (株)八芳園 光井純＆アソシエーツ建築設計事務所(株)

小野里工業(株) (株)栃放エンタープライズ 光文社サービス(株) (株)バンダイナムコオンライン (株)ブルースタジオ

(株)大雄建設 (株)フォトジェニック ギャップジャパン(株) (株)ユニクロ (株)アズノゥアズ

専門学校 デジタルアーツ東京 専門学校 東京デザイナー学院 専門学校 東京ビジュアルアーツ 専門学校 東京クールジャパン 専門学校 日本デザイナー学院 日本写真芸術専門学校

東映アニメーション(株) (株)博報堂プロダクツ 四季(株) （劇団四季） (株)アトラス (株)博報堂プロダクツ (株)博報堂プロダクツ

(株)ポリゴン･ピクチュアズ (株)スクウェア・エニックス (株)博報堂プロダクツ (株)コロプラ (株)日本デザインセンター (株)アマナ

(株)サンライズ (株)バンダイナムコスタジオ (株)ベネッセコーポレーション (株)バンダイナムコスタジオ 東映アニメーション(株) (株)日本デザインセンター

(株)ぴえろ (株)バンダイ (株)円谷プロダクション (株)スクウェア･エニックス アイリスオーヤマ(株) (株)ジョイフルまるやま

ユーフォーテーブル(有) (株)カプコン (株)山田かつら (株)カプコン (株)TIAM (株)六本木スタジオ

松竹芸能声優アカデミー (株)グッドスマイルカンパニー (株)日テレ・テクニカル・リソーシズ (株)カラー (株)MUGENUP (株)資生堂

(株)ナンバーナイン イケア・ジャパン(株) (株)共同テレビジョン (株)A-1 Pictures (株)Composition (株)アフロ

(株)トーセ (株)木下工務店 (株)TBSスパークル (株)シャフト (株)ジクマネ (株)集英社第4編集部写真室

(株)エッジワークス (株)WEGO (株)東映テレビ･プロダクション 東映アニメーション(株) (有)あんてなスタジオ (株)朝日新聞出版

(株)ベルファイン 資生堂グループ ソニーミュージックグループ ユーフォーテーブル(有) (株)Plott (株)講談社写真部

専門学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 東京コミュニケーションアート専門学校 東京デザイン専門学校 東京デザインテクノロジーセンター専門学校
日本工学院専門学校

日本工学院八王子専門学校
バンタンゲームアカデミー　※

ティファニー･アンド･カンパニー･ジャパン･インク (株)カプコン (株)アドブレーン (株)スクウェア・エニックス 東映アニメーション(株) (株)カプコン

4℃ （(株)エフ・ディー・シィー・プロダクツ） (株)スクウェア・エニックス (株)電通オンデマンドグラフィック (株)コナミデジタルエンタテインメント (株)MAPPA (株)コナミデジタルエンタテインメント

(株)俄 (株)セガゲームス (株)DNPメディア・アート (株)カプコン (株)81プロデュース (株)白組

イー・エム・デザイン(株) ユーフォーテーブル(有) (株)コナミデジタルエンタテインメント (株)Cygames 四季(株) （劇団四季） (株)レベルファイブ

(株)ミキモト装身具 東映アニメーション(株) (株)Aiming (株)DCG Entertainment (株)日本テレビアート (株)アクワイア

(株)アーカー (株)MAPPA (株)スクウェア・エニックス (株)コジマプロダクション (株)白組 プラチナゲームズ(株)

(株)ヴァンドームヤマダ (株)ネイキッド (株)プロダクション・アイジー (株)アイロリエンタテインメント (株)スクウェア・エニックス (株)草薙

(株)貴和製作所 サンエックス(株) (株)ジェー・シー・スタッフ AppBank(株) (株)Cygames (株)デイヴィッドプロダクション

(株)ツツミ トヨタ自動車(株) タマホーム(株) (株)バンダイナムコオンライン (株)ポニーキャニオン (株)工画堂スタジオ

(株)桑山 日産自動車(株) (株)シミズオクト (株)セガ・インタラクティブ (株)Live2D (株)サンジゲン

バンタンデザイン研究所　※ バンタンクリエイターアカデミー　※ 横浜デザイン学院

(株)ヨウジヤマモト (株)デザインメイト

(株)バロックジャパンリミテッド (株)アン・デザイン

(株)コムデギャルソン (株)ザラ・ジャパン

(株)デュオ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド

(株)光文社 (株)逸品社

(株)アームズデザイン (株)クラウドワークス

アシタノシカク(株) (株)M&S

(株)イトヤマデザイン事務所 (株)萬珍食品

(株)アニエスベーサンライズ (株)ビルボ

ブランデックス(株) (株)モールドテック

開講2年目のため実績なし

●※は専修学校以外の教育機関を表しています

過去3年間の就職実績

専門学校等

●各校アンケートより（2022年4月）

関東
（栃木・東京・神奈川）

●※は専修学校以外の教育機関を表しています



新潟デザイン専門学校 日本アニメ・マンガ専門学校 岡学園トータルデザインアカデミー 長野美術専門学校 富山大原簿記公務員医療専門学校

(株)フレーム (株)MAPPA (株)ジープラ (株)共立プラニング 朝日印刷(株)

(株)アドハウスパブリック (株)プロダクション・アイジー アクティブデザイン(株) (株)ファインピクサー 富山地鉄サービス(株)

三幸製菓(株) 東映アニメーション(株) (株)スティミュラスイメージ 凸版印刷(株) 北日本印刷(株)

(株)新潟アニメーション (株)ジェー・シー・スタッフ (株)ライトフューチャー (有)アドフォート・トリム (株)ミヤモト家具

(株)BSNウェーブ (株)ピーエーワクス (株)一兎舎 (株)美廣社 (株)ピューマ（オートバックス）

(株)シーエスレポーターズ (株)ぴえろ (株)ディッジ (株)TAF 山崎製パン(株)

(株)ゴーシーズ イースマイルホールディングス(株) (株)NVC ソルトライブホールディングス(株) (株)古城モータース

(株)星野リゾート (株)Gugenka (株)ドリームス (株)ズズサウルス (株)大阪屋ショップ

(株)ニューズ・ライン (株)ハイド (株)こどもの館 吉樂(株) 高岡ケーブルネットワーク(株)

(株)ジョイフルタウン (株)アンビション バルス(株) (株)アイ・プランニング

石川県立九谷焼技術研修所　※ 金沢情報ITクリエイター専門学校 代々木アニメーション学院 金沢校　※

陶芸関係工房（絵付・成形） (株)サンジゲン (同)DMM GAMES

窯元・問屋 (有)カナバングラフィックス (株)Cygames

陶芸関係（自立・教室） (株)山田写真製版 (株)バンダイナムコエンターテイメント

(株)アドバンテージ・ファクトリー (株)P.A.WORKS

(株)サンテン・コーポレーション (株)A-1 Pictures

タマホーム(株) (株)サンライズ

(株)さくら (株)スタジオジブリ

(株)ミヤモト家具 (株)KADOKAWA

(株)Marco (株)集英社

(株)ヴォイス (株)講談社

過去3年間の就職実績

専門学校等

●各校アンケートより（2022年4月）

甲信越（新潟・長野）

北陸（富山・石川）

●※は専修学校以外の教育機関を表しています

●※は専修学校以外の教育機関を表しています



静岡デザイン専門学校 総合学園 ヒューマンアカデミー 静岡校　※ あいち造形デザイン専門学校 トライデントコンピュータ専門学校 トライデントデザイン専門学校

(株)クリエイターズクラブアルゴ (株)トライエース (株)トッパングラフィックコミュニケーションズ (株)白組 トヨタ紡織(株)

(株)朝日メディアブレーン (株)ガンバリオン (有)カイカイキキ (株)スクウェア・エニックス JR東海コンサルタンツ(株)

(株)デザインスタジオフェニックス (株)トーセ (株)スタジオヴォルン (株)カプコン (株)カミオジャパン

(株)六本木スタジオ (株)ゲームスタジオ (株)山崎デザイン事務所 (株)イルカ (有)カナバングラフィックス

ナガハシ印刷(株) (株)デジタルワークスエンターテインメント 日本印刷(株) (株)マーベラス (株)エイチーム

(有)ノザワ･デザインプロダクツ (株)サイバーエージェント (株)浅間製作所 マーザ・アニメーションプラネット(株) (株)TAKシステムズ

静岡県舞台芸術センター衣裳部 ジャンプSQ.RISE　在学中　読切掲載 (株)インロック (株)アニマ (株)トーセ

日本ロレアル(株) (株)カプコン (株)サテライトワークス (株)フロム・ソフトウェア アサヒグローバル(株)

(株)アダストリア (株)コナミ クラシスホーム(株) (株)インテリジェントシステムズ 駒田印刷(株)

(株)シップス (有)オレンジ Grow Group(株) (株)日本一ソフトウェア (株)バウハウス丸栄

名古屋工学院専門学校 名古屋デザイナー学院

(株)スクウェア・エニックス コナミホールディングス(株)

(株)コロプラ (株)ブシロード

(株)サイバーコネクトツー (株)ボンズ

(株)カプコン (株)トリガー

(株)ヴァンガード (株)タツノコプロ

(株)レベルファイブ (株)カミオジャパン

(株)東海テレビプロダクション (株)トーセ

(株)名古屋テレビ映像 (株)サプリメイション

(株)CBCクリエイション (株)ケイ・ウノ

(株)三光 (株)スペース

過去3年間の就職実績

専門学校等

●各校アンケートより（2022年4月）

中部
（静岡・愛知）

●※は専修学校以外の教育機関を表しています

●※は専修学校以外の教育機関を表しています



京都伝統工芸大学校 京都建築大学校 総合学園 ヒューマンアカデミー 京都校　※ 大阪アミューズメントメディア専門学校　 大阪総合デザイン専門学校

(株)パイロットコーポレーション 大和ハウス工業(株) (株)トライエース (株)カプコン (株)CygamesPictures

(株)ケイ・ウノ 積水ハウス(株) (株)ガンバリオン アークシステムワークス(株) Happy Elements(株)

(株)河合楽器製作所 (株)日企設計 (株)トーセ (株)バンダイナムコスタジオ (株)ゲームスタジオ

宮崎木材工業(株) 大成建設(株) (株)ゲームスタジオ (株)サイバーコネクトツー (株)クーリア

東風美術工芸(株) 鹿島建設(株) (株)デジタルワークスエンターテインメント (株)セガ (株)GoHands

(株)開化堂 髙島屋スペースクリエイツ(株) (株)サイバーエージェント (株) ジェー・シー・スタッフ ポノス(株)

(株)さわの道玄 (株)彩ユニオン ジャンプSQ.RISE　在学中　読切掲載 (株) CloverWorks (株)ENGI

(株)宮帯 住友林業ホームテック(株) (株)カプコン (株)A-1Pictures (株)テクロス

大阪錫器(株) 京都市役所 (株)コナミ (株)81プロデュース 1-UPスタジオ(株)

(株)誠美堂 ジーク(株) (有)オレンジ (株)青二プロダクション (株)AND SPACE

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 大阪情報ITクリエイター専門学校 大阪情報コンピュータ専門学校 大阪デザイナー専門学校 ビジュアルアーツ専門学校

イノマタ化学(株) (株)Cygames (株)白泉社 花とゆめ 作家デビュー (株)カプコン (株)バンダイナムコピクチャーズ (株)賢プロダクション

大塚オーミ陶業(株) (株)カプコン スポバトマンガ研究所 WEB掲載デビュー (株)コナミアミューズメント (株)MAPPA (株)プロダクション・エース

(株)カミオジャパン (株)コナミデジタルエンタテインメント (株)白泉社 LaLaベストルーキー賞 WEB掲載デビュー ナツメアタリ(株) (株)ライデンフィルム 京都スタジオ (株)アクセルワン

(株)ケイアートファクトリー (株)サードウェーブ (株)芳文社 まんがタイムオリジナル 連載デビュー (株)ディンプス (株)海洋堂 (株)東京舞台照明

(株)SANYO-CYP (株)サンジゲン (株)ヘキサドライブ ソレイユ(株) (株)グッドスマイルカンパニー ヌーベルグループ

(株)サンワ ディライトワークス(株) (株)トーセ (株) V-sign ポノス(株) (株)TBSスパークル

(株)シンクタンク (株)オー・エル・エム (株)アルヴィオン (株)ジーン (株)リボルブ (株)ぴえろ

(株)スタジオヴォルン (株)ニューロン・エイジ (株)コンセプトラボ (株)クレフ (株)ディンプス レスパスビジョン(株)

(株)MAPPA (株)サンライズ (株)スギタプリディア リタワークス(株) (株)アンサー・スタジオ (株) デジタルガーデン

(株)まるき プラチナゲームズ(株) ナカバヤシ(株) (株)ザザホラヤ (株)ポリゴン・ピクチュアズ (株)六本木スタジオ

キャットミュージックカレッジ専門学校 専門学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 総合学園 ヒューマンアカデミー 京都校　※ バンタンゲームアカデミー　※ バンタンデザイン研究所　※ バンタンクリエイターアカデミー　※

(株)日本エム・エス・アイ (株)ケイ・ウノ (株)トライエース (株)カプコン (株)ヨウジヤマモト

四季(株) (株)エフ・ディ・シィ・フレンズ (株)ガンバリオン (株)コナミデジタルエンタテインメント (株)バロックジャパンリミテッド

(株)東京舞台照明 アッシュ･ペー･フランス(株) (株)トーセ (株)白組 (株)コムデギャルソン

合同会社ユー・エス・ジェイ (株)エーアンドエス (株)ゲームスタジオ (株)レベルファイブ (株)デュオ

(株)音響ハウス (株)ビヨンクール (株)デジタルワークスエンターテインメント (株)アクワイア (株)光文社

(株)ＮＨＫテクノロジーズ (株)ミノル (株)サイバーエージェント プラチナゲームズ(株) (株)アームズデザイン

(株)ピットレー (株)光・彩 ジャンプSQ.RISE　在学中　読切掲載 (株)草薙 アシタノシカク(株)

(株)エッグマン (株)杢目金屋 (株)カプコン (株)デイヴィッドプロダクション (株)イトヤマデザイン事務所

エイベックス・アーティストアカデミー (株)ジュエリーサロン東京堂 (株)コナミ (株)工画堂スタジオ (株)アニエスベーサンライズ

 WOMCADOLEマツムラユウスケ メジャーデビュー (株)ピースリー・クリエーション (有)オレンジ (株)サンジゲン ブランデックス(株)

代々木アニメーション学院 大阪校　※

(株)MAPPA

(株)トリガー

(株)ボンズ

(株)ウィットスタジオ

(株)京都アニメーション

ユーフォーテーブル(有)

(株)トーセ

(株)Cygames

(株)coly

(有)クリエイティブハウスポケット

開講2年目のため実績なし

過去3年間の就職実績

専門学校等

●各校アンケートより（2022年4月）

関西
（京都・大阪）

●※は専修学校以外の教育機関を表しています



中国デザイン専門学校 穴吹デザイン専門学校 代々木アニメーション学院 広島校　※ 専門学校 穴吹デザインカレッジ 河原デザイン・アート専門学校

(株)ジョンブル (株)カプコン (株)ぴえろ (株)ミヤプロ

(株)桑和 (株)gumi (株)トリガー (株)ENGI

(有)バサラ Graphicdesign&Illustrator オリシゲシュウジ (株)集英社 (株)ユニオン・グラビア

P・O・Pホールディングス(株) 小松隼人建築設計事務所 (株)小学館 (株) シナリオテクノロジーミカガミ

(株) 協同プレス (株)嵩心 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス (株)ヤマトマネキン・ウエスト

赤野住宅工房(株) 対馬デザイン事務所 (株)coly セキスイハイム東四国(株)

(株)フナビキ工務店 (株)デジタルワークスエンターテインメント (株)トーセ (株)トーヨーキッチンスタイル

(有)しらい 広島放送(株) (株)ぷろだくしょんバオバブ (株)トーセ

(株)リペアル ファースト住建(株) (株)シグマ・セブン (株)ジーン

タケシンパッケージ(株) (有)フェレマータ・グラフィックス (株)S (株)サイバーコネクトツー

お問い合わせください

過去3年間の就職実績

専門学校等

●各校アンケートより（2022年4月）

中国（岡山・広島）

四国（香川・愛媛）

●※は専修学校以外の教育機関を表しています



麻生建築&デザイン専門学校 ASOポップカルチャー専門学校 専門学校 九州デザイナー学院 専門学校 九州ビジュアルアーツ 専門学校 日本デザイナー学院 九州校

カリモク家具(株) (株)サイバーコネクトツ― アド印刷(株) (株)ラストラム・ミュージックエンタテインメント (株)レベルファイブ

トヨタ自動車(株) プラチナゲームス(株) (株)バド・クリエイト (株)東京舞台照明 (株)サイバーコネクト

(株)MSソリューションズ Klab(株) 東宝ホーム(株) 麻布プラザ(株) (株)Cygames

ブランコ(株) (株)MAPPA (株)ックスファクトリー (株)博報堂プロダクツ (株)gumi

(株)iiiiill(イル） (株)サンジゲン (株)フロム・ソフトウェア 代官山スタジオ (株)バド・クリエイト

アド印刷(株) (株)スタジオKAI東京 (株)Cygames (株)アトミックモンキー (株)D-ZERO

(株)ハーツクリエイティブ (株)プロジェクトスタジオQ (株)カプコン 松竹芸能(株) (株)アポロデザイン

(株)丸信 (株)ピーエーワークス (株)A-1 Pictures 四季(株) （劇団四季） アド印刷(株)

(株)志奄 (株)風車 (株)ジェーシー・スタッフ (株)サンジゲン LINE Fukuoka(株)

ラシン(株) (株)・A・G (株)トライプインターナショナル CGCGスタジオ(株) cocone fukuoka(株)（旧 NHKハンゲーム(株)）

福岡デザイン専門学校 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 代々木アニメーション学院 福岡校　※

(株)シーエスナイン（九州博報堂グループ） (株)カプコン (株)A-1 Pictures

モンブランピクチャーズ (株)セガ (株)京都アニメーション

イングラ (株)レベルファイブ (株)講談社

(株)ジーエークレアス (株)コナミデジタルエンタテインメント (株)Cygames

NOSIGNER (株)Cygames (株)集英社

(株)日本ハウスホールディングス ユーフォ―テーブル(有) (株)セガ

パナソニックホームズ(株) (株)Clover　Works (株)トーセ

(株)良品計画 (株)A-1 Pictures (株)トリガー

(株)YAMAGIWA (株)マッドハウス (株)プロダクション・アイジー

モリタインテリア工業(株) (株)博報堂プロダクツ (株)MAPPA

●※は専修学校以外の教育機関を表しています

過去3年間の就職実績

専門学校等

●各校アンケートより（2022年4月）

九州
（福岡）

●※は専修学校以外の教育機関を表しています


