
(一宮起工科高校)

（※所在地と勤務地は、異なる場合があります。） 令和３年３月３１日現在

企　業　名 所在地 企　業　名 所在地

アイカ工業㈱ 清須市 ㈱ケーイーシー 岐阜県

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 安城市 ㈱ケーエスディー 一宮市

アイシン精機㈱ 刈谷市 ㈱ケージーエム 各務原市

愛知機械工業㈱ 名古屋市 ㈱Ｋｅｎｎｅｒ 稲沢市

愛知NDS㈱ 名古屋市 ㈲弘毅第1工場 犬山市

愛知製鋼㈱ 東海市 ㈱コナミアミューズメント 一宮市

愛知ダイハツ㈱ 名古屋市 ㈱コンテック 小牧市

愛知電機㈱ 春日井市 ㈱サカイナゴヤ 稲沢市

愛知時計電機㈱ 名古屋市 サカエ理研工業㈱ 清須市

IDECファクトリューションズ㈱ 一宮市 笹徳印刷㈱ 豊明市

㈱青山製作所 丹羽郡 佐藤工業㈱ あま市

㈲浅野電工社 岐阜市 ㈱Ｓａｖｏｉａ 稲沢市

㈱朝日機器エンジニアリング 名古屋市 ＳＡＮＥＩ㈱　岐阜工場 各務原市

㈲旭建工 清須市 三共電機㈱ 稲沢市

旭有機材㈱ 丹羽郡 ㈱三光 稲沢工場 稲沢市

㈱アドヴィックス 刈谷市 ㈱三五 みよし市

アプロ通信㈱ 岐阜県 三工機器㈱ 稲沢市

㈱アライ 一宮市 三州エッグ㈱岩倉工場 一宮市

㈱アラクス 稲沢市 ㈱サンデリカ名古屋事業所 春日井市

イイダ産業㈱ 稲沢市 ㈱サンメカニック 一宮市

イシデンエンジニアリング㈱ 名古屋市 三和㈱ 稲沢市

石塚硝子㈱ 岩倉市 三和鐵鋼㈱ 海部郡

和泉化成㈱ 一宮市 ㈱シーエスエス総合舞台 名古屋市

いちい信用金庫 一宮市 CＫＤ㈱ 小牧市

一榮工業㈱ 一宮市 ㈱シーディアイ 一宮市

一宮市浮野養鶏㈱ 一宮市 ㈱シーピーアール 愛西市

㈱壱番屋 一宮市 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス㈱ 名古屋市

㈱伊藤タンス店 名古屋市 ジェイアール東海バス㈱ 名古屋市

稲沢工業㈱ 稲沢市 塩田化成㈱ 稲沢市

㈱稲葉製作所犬山工場 犬山市 敷島製パン㈱ 名古屋市

稲菱テクニカ㈱ 稲沢市 ㈱システムデザイン 名古屋市

イビデン㈱ 岐阜県 ㈱柴田電機 一宮市

岩田食品㈱ 一宮市 ㈱志水製作所 一宮市

エアーワークス（㈲小島電気工事） 一宮市 シャチハタ㈱ 名古屋市

永興物産㈱ 一宮市 シヤチハタテクノ㈱ 稲沢市

㈱永和工業 稲沢市 ㈱松栄通信 名古屋市

㈱エスケーアイ 名古屋市 昭和機械㈱ 津島市

エスケー化研㈱　名古屋支店 名古屋市 正和工業㈱ 稲沢市

㈱エディオン 大阪市 新日鐵住金㈱名古屋製鐵所 東海市

エヌジーケイ・セラミックデバイス㈱ 小牧市 ㈱ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所 太田市

㈱ＮＤＳネットワーク 名古屋市 住友ゴム㈱名古屋工場 豊田市

ＮＴＮアドバンストマテリアルズ㈱ 海部郡 住友理工㈱ 小牧市

荏原環境プラント㈱ 三重県 THREE's LIEN㈱ 埼玉県

㈱エムエムアイ 弥富市 西濃運輸㈱名古屋支店 名古屋市

㈱エムシーエス 北名古屋市 西武ポリマ化成㈱名古屋工場 江南市

エレベータメンテナンス㈱ 名古屋市 セラミックセンサ㈱ 小牧市

王子マテリア㈱祖父江 稲沢市 ㈱ソトー 一宮市

㈱王将フードサービス 愛知県 ㈲ソフィア企画 一宮市

㈲オー・アール・エフ 名古屋市 大王製紙㈱　可児工場 岐阜県

㈱オーエッチ・ラバー 北名古屋市 ㈱タイセイプラス 清須市

オークマ㈱ 大口町 大同特殊鋼㈱ 名古屋市

尾張整染㈱ 一宮市 大同プラント工業㈱ 名古屋市

㈱カーネル・ソフト・エンジニアリング 名古屋市 ㈱大同分析リサーチ 名古屋市

㈱カクヤス 東京都 大同マシナリー㈱ 名古屋市

加藤化学㈱ 知多郡 ダイナパック㈱蟹江事業所 海部郡

加藤軽金属工業㈱ 海部郡 大日本塗料㈱小牧工場 小牧市

㈱金菱エンジニアリング 名古屋市 大豊工業㈱ 豊田市

カニエＪＡＰＡＮ㈱ 海部郡 ㈱ダイフク小牧工場 小牧市

兼房㈱ 丹羽郡 太平洋工業㈱ 岐阜県

㈱上組  名古屋支店 名古屋市 ダイヤモンドエアサービス㈱ 西春日井郡

㈱神村交易 丹羽郡 (医)大雄会 一宮市

川崎重工業㈱航空宇宙カンパニー 各務原市 大和グラビヤ㈱ 名古屋市

㈱関電工 名古屋市 タカオカ化成工業㈱ あま市

キオクシア㈱　四日市工場 三重県 高安㈱ 各務原市

岐阜車体工業㈱ 各務原市 高山化成工業㈱ 一宮市

キムラユニティー㈱ 名古屋市 タカラ食品㈱ 稲沢市

㈱キユーソーエル プラン中日本事業部名古屋ブロック 丹羽郡 瀧上精工㈱ 稲沢市

㈱キングコーポレーション 津島市 竹田印刷㈱ 名古屋市

㈱国盛化学 小牧市 ㈱タナパックス あま市

クラシエホームプロダクツ㈱津島工場 愛西市 ㈱ダリヤ 稲沢市

㈱クレオ静岡プロモーションセンター 磐田市 中央工機㈱ 稲沢市

㈱桑原 一宮市 中央紙器工業㈱ 清須市

グンゼ㈱江南工場 江南市 中部興産㈱ 岐阜県

過去５年間の主な就職先（企業）①



(一宮起工科高校)

（※所在地と勤務地は、異なる場合があります。） 令和３年３月３１日現在

企　業　名 所在地 企　業　名 所在地

中部サイデン㈱ 羽島郡 ㈱パロマ 名古屋市

中部抵抗器㈱ 稲沢市 萬松寺土地㈱ 名古屋市

中部電力㈱ 名古屋市 ㈱光製作所 羽島郡

㈱中部プラントサービス 名古屋市 ㈱秀インターワン 京都府

中部メルテック㈱ 名古屋市 ㈱平山　富士宮支店 静岡県

㈱ティーエヌ製作所 一宮市 福玉米粒麦㈱ 江南市

㈱ＴＧＶサービス 稲沢市 ㈱フジキカイ 名古屋市

ＴＧロジスティクス㈱ 一宮市 富士ソフト㈱ 横浜市

帝人テクロス㈱ 稲沢市 フジパン㈱ 北名古屋市

㈱テクノ豊栄 愛西市 フタムラ化学㈱名古屋工場 海部郡

㈱デンソー 刈谷市 ㈱フルサト 小牧市

東海エンジニアリング㈱ 名古屋市 ㈱プロスパー 羽島市

東海漬物㈱ 一宮市 ㈱フロロコート名古屋 一宮市

東海プリントメディア㈱ 清須市 ブンセン㈱東海工場 一宮市

東海マツダ販売㈱ 名古屋市 ㈱防除研究所 岐阜県

㈱東海理化電機製作所　 豊川市 豊和工業㈱ 清須市

㈱トウカイ冷設 稲沢市 ポッカマシン㈱ 岩倉市

東光電気工事㈱ 名古屋市 本田技研工業㈱鈴鹿製作所 三重県

東芝エレベータ㈱　中部支社 名古屋市 本多金属工業㈱稲沢工場 稲沢市

東邦ガス㈱ 名古屋市 まさき電設 名古屋市

東邦ガスエンジニアリング㈱ 名古屋市 ㈱マスター 一宮市

東朋テクノロジー㈱ 名古屋市 ㈱松田電機工業所 小牧市

東洋航空電子㈱ 犬山市 ㈱マツヤ あま市

東洋紡㈱犬山工場 犬山市 マルイ工業㈱ 稲沢市

東レ㈱岡崎工場 岡崎市 丸一鋼管㈱名古屋工場 名古屋市

東レ・テキスタイル㈱東海工場 稲沢市 丸正電機工業㈱ 名古屋市

㈱トーエネック 名古屋支店 名古屋市 丸善㈱ あま市

トーカイテック㈱ 一宮市 三井化学㈱名古屋工場 名古屋市

トーシンテック㈱ 丹羽郡 三菱自動車工業㈱岡崎製作所 岡崎市

トーテックアメニティ㈱ 名古屋市 三菱自動車工業㈱技術センター 岡崎市

㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ 名古屋市 三菱重工業㈱名古屋航空宇宙システム製作所名古屋誘導推進システム製作所 名古屋市

飛島コンテナ埠頭㈱ 海部郡 三菱電機㈱名古屋製作所 名古屋市

豊田合成㈱ 稲沢市 三菱電機㈱稲沢製作所 稲沢市

トヨタ自動車㈱ 豊田市 三菱ふそうトラック・バス㈱　東海ふそう 名古屋市

㈱豊田自動織機 刈谷市 ㈱峰製作所 稲沢市

トヨタ車体㈱ 刈谷市 ㈱美ノ久 一宮市

トヨタ車体精工㈱ 岐阜県 ㈱三宅精機 名古屋市

トヨタ紡織㈱ 刈谷市 村田機械㈱犬山事業所 犬山市

㈱鳥越樹脂工業 一宮市 ムラロン㈱ 津島市

㈲中川電気商会 岐阜県 ㈱メイギテクニカ 一宮市

長島観光開発㈱ 桑名市 ㈱名光精機 津島工場 津島市

中嶋合成㈱ 稲沢市 ㈱明治　愛知工場 稲沢市

中伝毛織㈱ 一宮市 名鉄自動車整備㈱ 名古屋市

中日本炉工業㈱ あま市 名鉄セコム㈱ 名古屋市

名古屋ダイハツ㈱ 名古屋市 ㈱明電エンジニアリング 清須市

名古屋鉄道㈱ 名古屋市 ㈱明電舎 名古屋事業所 清須市

名古屋トヨペット㈱ 名古屋市 名阪鉄構㈱ 一宮市

㈱NAV 名古屋市 名菱テクニカ㈱ 名古屋市

ニチエー㈱ 稲沢市 ㈱メタルテック 小牧市

日進乳業㈱ 北名古屋市 森永乳業㈱　中京工場 江南市

日鉄電磁㈱ あま市 ㈱森本 一宮市

日邦産業㈱稲沢事業所 稲沢市 ㈱ヤクセル 関市

日本毛織㈱　岐阜工場 岐阜県 山崎製パン㈱ 名古屋市

日本車輌製造㈱ 名古屋市 ヤマザキマザック㈱ 丹羽郡

日本製鉄㈱名古屋製鉄所 東海市 ㈱山田商会 名古屋市

一般社団法人　日本貨物検数協会  名古屋支部 名古屋市 ㈱山田電工社 あま市

日本貨物鉄道㈱東海支店 稲沢市 ㈱山田ドビー 一宮市

日本軽金属㈱名古屋工場 稲沢市 ヤマト運輸㈱ 長久手市

日本特殊陶業㈱小牧工場 小牧市 ㈱UACJ　名古屋製造所 名古屋市

日本プラスチックス・テクノロジーズ㈱ 小牧市 ㈱ユタカ電子 津島市

日本メックス㈱　東海支店 名古屋市 ユニチカ㈱　垂井事業所 岐阜県

日本メナード化粧品㈱ 稲沢市 ㈱ユニメック 岐阜県

日本郵便㈱東海支社 一宮市 ㈱よしいけ工業所 一宮市

日本郵便メンテナンス㈱ 名古屋市 ㈱ヨシヅヤストアー 稲沢市

㈱バイナス 稲沢市 リスパック㈱犬山工場 犬山市

㈱白帝電設 犬山市 リンナイ㈱ 名古屋市

パジェロ製造㈱ 岐阜県 ㈱ルナクラフト 江南市

㈱橋本製作所 あま市 ㈱ワーロン 清須市

㈱パックタケヤマ 津島市

過去５年間の主な就職先（企業）②



過去５年間の主な進学先 (一宮起工科高校) 令和３年３月３１日現在

学　校　名 学　部 学　校　名 学　部

三重大学 教育学部 大同大学 情報学部・工学部

東京藝術大学 美術学部 大阪芸術大学 芸術学部

金沢美術工芸大学 美術工芸学部 中部大学 工学部

岐阜薬科大学 薬学部 名古屋学芸大学 メディア造形学部

名古屋芸術大学 芸術学部

愛知工業大学 工学部・情報科学部 名古屋経済大学 法学部

愛知文教大学 人文学部 名古屋商科大学 商学部

岐阜協立大学 経済学部 名古屋造形大学 造形学部

岐阜経済大学 経済学部・経営学部 名古屋文理大学 情報メディア学部

岐阜聖徳学園大学 経済情報学部･外国語学部 日本福祉大学 経済学部

学　校　名 学　科 学　校　名 学　科

岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 中日本自動車短期大学 自動車工学科

大垣女子短期大学 デザイン美術･幼児教育 平成医療短期大学 看護学科

修文大学短期大学部 生活文化学科

過去５年間の主な就職先（公務員）
団　体　名 所在地

自衛官 各地域

各務ヶ原消防署 岐阜県

岐阜県消防署 岐阜県

職業能
力開発
施設等

学　　校　　名 学　　校　　名

就労支援事業所パッソ　岐阜校 東海職業能力開発大学校

ポリテクセンター名古屋港 岐阜県立木工芸スクール

名古屋情報メディア専門学校

各種
学校

学　　校　　名 学　　校　　名

Canadian as a Second Language Institute

名古屋観光専門学校

名古屋工学院専門学校

名古屋高等技術専門校

トライデントデザイン専門学校

中日本航空専門学校

専門学校名古屋医専

富山ガラス造形研究所 米田柔整専門学校

専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 代々木アニメーション学院

トライデントコンピュータ専門学校

東海職業能力開発大学校 専門学校ＨＡＬ名古屋

東京デザイン専門学校 ホンダテクニカルカレッジ関西

東京法律専門学校名古屋校 名鉄自動車専門学校

中日美容専門学校 専門学校日産愛知自動車大学校

中部リハビリテーション専門学校 日本工学院八王子専門学校

東海工業専門学校金山校 専門学校日本マンガ芸術学院

あいち福祉医療専門学校 専門学校名古屋デザイナー学院

大原法律公務員専門学校 名古屋ビジュアルアーツ専門学校

国際調理師専門学校名駅校 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校

公
務
員

大
　
　
　
学

短期
大学

専攻科
学　　校　　名 学　　校　　名

愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県立瀬戸窯業高等学校

中和医療専門学校 専門学校日本デザイナー芸術学院
専
　
　
門
　
　
学
　
　
校

学　　校　　名 学　　校　　名

あいち造形デザイン専門学校 名古屋スクールオブミュージック専門学校


