
建設業 株式会社アイダ設計

建設業 旭化成ホームズ株式会社

建設業 株式会社飯田産業

建設業 株式会社一条工務店

建設業 セキスイハイム九州株式会社

建設業 積和建設神奈川株式会社

建設業 大東建託株式会社

建設業 大東建託パートナーズ株式会社

建設業 大和ハウス工業株式会社

建設業 高砂熱学工業株式会社

建設業 タマホーム株式会社

建設業 ＴＯＴＯ株式会社

建設業 株式会社西原衛生工業所

建設業 日本住宅株式会社

建設業 日本ファシリオ株式会社【ＡＬＳＯＫグループ】

建設業 ポラス株式会社

建設業 株式会社ＬＩＸＩＬ

製造業 アイリスオーヤマ株式会社

製造業 ＡＰＰＬＥ　ＪＡＰＡＮ合同会社

製造業 株式会社アルビオン

製造業 イオンフードサプライ株式会社

製造業 株式会社イシダ

製造業 株式会社伊藤園

製造業 株式会社キーエンス

製造業 株式会社木村鋳造所

製造業 キユーピータマゴ株式会社

製造業 小岩井乳業株式会社

製造業 サントリーホールディングス株式会社

製造業 株式会社シュクレイ

製造業 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

製造業 株式会社ＳＵＢＡＲＵ

製造業 大王製紙株式会社

製造業 大和製罐株式会社

製造業 東芝テック株式会社

製造業 東リ株式会社

製造業 日本アルコール産業株式会社

製造業 日本ハム株式会社

製造業 株式会社バスクリン

令和３年度（令和４年３月卒）日本大学商学部卒業生の主な就職先

建設業

製造業

業界・企業名



令和３年度（令和４年３月卒）日本大学商学部卒業生の主な就職先

業界・企業名

製造業 株式会社ファンケル

製造業 北海道乳業株式会社

製造業 万田発酵株式会社

製造業 三菱重工冷熱株式会社

製造業 ヤマザキビスケット株式会社

製造業 ユーシーシー上島珈琲株式会社

製造業 株式会社ライオン事務器

製造業 理研計器株式会社

電力・ガス 関西電力株式会社

電力・ガス 東京パワーテクノロジー株式会社（東京電力グループ）

運輸・郵便業 株式会社近鉄エクスプレス

運輸・郵便業 鴻池運輸株式会社

運輸・郵便業 株式会社サカイ引越センター

運輸・郵便業 佐川急便株式会社

運輸・郵便業 東洋埠頭株式会社

運輸・郵便業 株式会社トーウン

運輸・郵便業 日本郵政グループ

運輸・郵便業 株式会社日立物流

運輸・郵便業 株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート

情報通信業 ＳＣＳＫ株式会社

情報通信業 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

情報通信業 ＮＴＴコミュニケーションズグループ

情報通信業 株式会社大塚商会

情報通信業 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社

情報通信業 ＫＤＤＩ株式会社

情報通信業 さくら情報システム株式会社

情報通信業 セントラル技研株式会社

情報通信業 ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社

情報通信業 中央システム株式会社

情報通信業 トランスコスモス株式会社

情報通信業 ニッセイ情報テクノロジー株式会社

情報通信業 日立物流ソフトウェア株式会社

情報通信業 富士ソフト株式会社

情報通信業 株式会社ミロク情報サービス

卸売業 株式会社井田コーポレーション

卸売業 因幡電機産業株式会社

電力・ガス

情報通信業

卸売業

運輸・郵便業



令和３年度（令和４年３月卒）日本大学商学部卒業生の主な就職先

業界・企業名

卸売業 加賀電子株式会社

卸売業 加藤産業株式会社

卸売業 川重商事株式会社

卸売業 株式会社クマヒラ

卸売業 小泉機器工業株式会社

卸売業 国分グループ本社株式会社

卸売業 埼玉トヨペット株式会社

卸売業 佐藤金属株式会社

卸売業 ダイワボウ情報システム株式会社

卸売業 トヨタカローラ神奈川株式会社

卸売業 トヨタモビリティ東京株式会社　

卸売業 西川株式会社

卸売業 株式会社西原商会

卸売業 日通商事株式会社（日本通運グループ）

卸売業 ネッツトヨタ神奈川株式会社

卸売業 ホシザキ四国株式会社

卸売業 松田産業株式会社

卸売業 三菱商事テクノス株式会社

卸売業 三菱食品株式会社

卸売業 株式会社友和

卸売業 リコージャパン株式会社

卸売業 株式会社良品計画

卸売業 渡辺パイプ株式会社

小売業 株式会社アルペン

小売業 イオンリテール株式会社

小売業 株式会社いなげや

小売業 株式会社オオゼキ

小売業 株式会社ゴルフ・ドゥ

小売業 株式会社成城石井

小売業 株式会社ココカラファイン

小売業 株式会社コジマ

小売業 サミット株式会社

小売業 株式会社サンドラッグ

小売業 株式会社ジーユー

小売業 株式会社しまむら

小売業 株式会社スギ薬局（スギ薬局グループ）

小売業 株式会社セブン－イレブン・ジャパン

小売業 株式会社大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイソー）

小売業 株式会社ノジマ

小売業



令和３年度（令和４年３月卒）日本大学商学部卒業生の主な就職先

業界・企業名

小売業 株式会社ビックカメラ

小売業 まいばすけっと株式会社

小売業 株式会社三城

小売業 株式会社ヨドバシカメラ

金融業 朝日信用金庫

金融業 イオンクレジットサービス株式会社

金融業 イオンフィナンシャルサービス株式会社

金融業 いちよし証券株式会社

金融業 株式会社京葉銀行

金融業 さわやか信用金庫

金融業 株式会社静岡銀行

金融業 城南信用金庫

金融業 城北信用金庫

金融業 昭和信用金庫

金融業 スルガ銀行株式会社

金融業 西武信用金庫

金融業 株式会社セブン銀行

金融業 大東京信用組合

金融業 株式会社千葉銀行

金融業 株式会社千葉興業銀行

金融業 千葉信用金庫

金融業 中央労働金庫

金融業 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

金融業 東京シティ信用金庫

金融業 野村證券株式会社

金融業 株式会社東日本銀行

金融業 株式会社福岡銀行

金融業 丸三証券株式会社

金融業 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

金融業 水戸証券株式会社

金融業 株式会社武蔵野銀行

金融業 株式会社ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）

金融業 株式会社横浜銀行

金融業 横浜信用金庫

金融業 楽天銀行株式会社

金融業 りそなグループ

保険業 朝日生命保険相互会社

保険業 イオン保険サービス株式会社

保険業

金融業



令和３年度（令和４年３月卒）日本大学商学部卒業生の主な就職先

業界・企業名

保険業 住友生命保険相互会社

保険業 第一生命保険株式会社

保険業 大同生命保険株式会社

保険業 東京海上日動火災保険株式会社

保険業 日本生命保険相互会社

保険業 ほけんの窓口グループ株式会社

保険業 明治安田生命保険相互会社

不動産・賃貸 旭化成不動産レジデンス株式会社

不動産・賃貸 イオンモール株式会社

不動産・賃貸 株式会社オープンハウス

不動産・賃貸 住友不動産販売株式会社

不動産・賃貸 積水ハウス不動産東京株式会社

不動産・賃貸 株式会社大京アステージ

不動産・賃貸 東急リバブル株式会社

不動産・賃貸 野村不動産アーバンネット株式会社

不動産・賃貸 野村不動産ソリューションズ株式会社

不動産・賃貸 みずほ不動産販売株式会社

不動産・賃貸 三井不動産リアルティ株式会社

不動産・賃貸 三菱地所ハウスネット株式会社

不動産・賃貸 明和地所株式会社

物品賃貸業 イオンプロダクトファイナンス株式会社

物品賃貸業 日建リース工業株式会社

物品賃貸業 三菱電機クレジット株式会社

物品賃貸業 株式会社レンタルのニッケン

技術・専門 沖田不動産鑑定士・税理士事務所

技術・専門 小野税理士法人

技術・専門 株式会社古田土経営

技術・専門 税理士法人総合経営サービス

技術・専門 辻・本郷税理士法人

技術・専門 デロイト　トーマツ税理士法人

技術・専門 税理士法人ＴＯＴＡＬ

技術・専門 有限責任監査法人トーマツ

技術・専門 パートナーズプロジェクト税理士法人

技術・専門 ＰｗＣ京都監査法人

技術・専門 株式会社船井総合研究所

技術・専門 株式会社マクロミル

技術・専門 ミネルバ税理士法人

不動産・賃貸

物品賃貸業

技術・専門サービス業



令和３年度（令和４年３月卒）日本大学商学部卒業生の主な就職先

業界・企業名

技術・専門 税理士法人山田アンドパートナーズ

技術・専門 株式会社リロパートナーズ

宿泊業，飲食 アパホテル株式会社

宿泊業，飲食 株式会社星野リゾート

宿泊業，飲食 株式会社松屋フーズ

学校教育 埼玉県教育委員会

学校教育 学校法人実践学園

学校教育 千葉県教育委員会

学校教育 学校法人帝京平成大学

学習支援 大原出版株式会社

学習支援 株式会社明光ネットワークジャパン

学習支援 株式会社臨海（旧　臨海セミナー）

学習支援 医療業，保健衛生

学習支援 上尾中央医科グループ（ＡＭＧ）

学習支援 ＩＭＳグループ（板橋中央総合病院グループ）

学習支援 神奈川県厚生農業協同組合連合会

学習支援 湘南美容外科クリニック

社会保険・福祉 社会福祉法人三幸福祉会

社会保険・福祉 ニチイ学館

社会保険・福祉 複合サービス事業

社会保険・福祉 あさか野農業協同組合

社会保険・福祉 かながわ西湘農業協同組合

社会保険・福祉 生活協同組合コープみらい

社会保険・福祉 東京南農業協同組合

社会保険・福祉 横浜農業協同組合

サービス 株式会社アクティオ

サービス 株式会社アサンテ

サービス 株式会社エイジェック

サービス 株式会社エイブル

サービス 株式会社ＡＰパートナーズ

サービス ＳＣＳＫサービスウェア株式会社

サービス ＭＸモバイリング株式会社

サービス サコス株式会社

サービス 株式会社ＪＲ東日本マネジメントサービス

サービス 株式会社スタジオアリス

サービス

宿泊業，飲食サービス業

学校教育

その他の教育，学習支援業

社会保険・社会福祉・介護事業



令和３年度（令和４年３月卒）日本大学商学部卒業生の主な就職先

業界・企業名

サービス 株式会社スタッフサービス

サービス 綜合警備保障株式会社

サービス 株式会社ダスキン

サービス ＴＢＣグループ株式会社

サービス 株式会社ネオキャリア

サービス 株式会社マイナビ

サービス 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社

サービス 株式会社読売情報開発

サービス 株式会社リログループ

公務等 公正取引委員会

公務等 国税庁関東信越国税局

公務等 国税庁名古屋国税局

公務等 国土交通省

公務等 東京国税局

公務等 防衛省航空自衛隊

公務等 防衛省　陸上自衛隊

公務等 板橋区

公務等 茨城県警察本部

公務等 神奈川県警察

公務等 川崎市

公務等 警視庁

公務等 埼玉県警察本部

公務等 さいたま市

公務等 静岡県庁

公務等 島根県警察本部

公務等 世田谷区

公務等 千葉県市原市役所

公務等 千葉県庁

公務等 千葉市消防局

公務等 東京消防庁

公務等 栃木県庁

公務等 福井県庁

公務等 文京区

公務等 北海道庁

公務等 横浜市消防局

公務等 愛媛県商工会連合会

公務等 日本年金機構

公務等 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

公務等


