
4-(1)-⑦-a 主な就職先 

大学等 学部・研究科等 【就職者数及び卒業後の進路（主な就職分野（具体的な就職先等））】 

東北芸術工科大学 芸術学部 就職者数： 179 名 

主な就職先 

■美術史・文化財保存修復学科 

イカリ消毒株式会社、株式会社エンライズコーポレーション、株式会社

オーイズミフーズ、加美よつば農業協同組合、NPO 法人環境ネットや

まがた、がんこフードサービス株式会社、株式会社銀座メガネ、株式

会社 コスモネット、精英堂印刷株式会社、株式会社西原衛生工業

所、ひかり味噌株式会社、株式会社ビジョナリータンク、ナカバヤシ株

式会社 

■歴史遺産学科 

株式会社アクセスよねざわ、有限会社アルパジョン、株式会社コメリ、

さがえ西村山農業協同組合、株式会社更科堀井、株式会社荘内銀

行、株式会社タックルベリー、株式会社ナルセ、一般社団法人日本こ

んにゃく協会、株式会社平田牧場、株式会社鉾建仏光堂、株式会社マ

イナビ、株式会社南東北クボタ、山形県、株式会社山形県食肉公社、

株式会社リンクスクエア、リンベル株式会社、棚倉町 

■美術科 

CSS クレセント株式会社、株式会社 MUGENUP、株式会社アークベ

ル、株式会社アウトソーシング、株式会社アクア、株式会社阿部紙工、

アンドロボティクス株式会社、株式会社飯島商店、株式会社イケックス

工業、茨城県教育委員会、株式会社インセクエスト、株式会社エイア

ンドシー、株式会社エイジェック、株式会社おおつか、凰商事株式会

社、小鹿野町役場、小国和紙生産組合、株式会社おばねや、神奈川

県教育委員会、株式会社カプコン、株式会社ガリバー、株式会社カワ

チ薬品、株式会社感動コーポレーション、株式会社金星堂、株式会社

グランビスタホテル＆リゾート、株式会社クリアックス、株式会社クリエ

イティブダイワ、株式会社群馬経済新聞社、株式会社 KDDI エボル

バ、株式会社建装テクノ、株式会社幸楽苑ホールディングス、こころネ

ット株式会社、寒河江市美術館、サトーカメラ株式会社、自衛隊山形

地方協力本部、株式会社荘内銀行、株式会社シン・コーポレーション、

株式会社新光堂、株式会社スキナ、株式会社ズノー、生活共同組合コ

ープあいづ、株式会社セキチュー、株式会社セゾンファクトリー、仙台

環境開発株式会社、有限会社ソラ、株式会社タイトー、タイムズモビリ

ティネットワークス株式会社、株式会社丹野園、株式会社つかもと、株

式会社ツルハ、株式会社 DIPS、東京都教育委員会、株式会社東京ま

すいわ屋、東ソー・クォーツ株式会社、東洋ワーク株式会社、栃木県

教育委員会、株式会社ドリームコーポレーション、ナウエ株式会社、株

式会社ナガオカ、日本刃物株式会社、日本美術商事株式会社、株式

会社ネクスウェイ、ハイテクシステム株式会社、株式会社長谷川萬治

商店、株式会社ビット・エイ、株式会社ファインズ、株式会社フィアロコ

ーポレーション、45 RPM STUDIO 株式会社、福島県教育委員会、株

式会社 BLEND mark、紅屋商事株式会社、株式会社ベネッセスタイル

ケア、北越印刷株式会社、株式会社北洲、ホンダ産業、株式会社マー

キュリー、マザウェイズ・ジャパン株式会社、株式会社 MAPPA、有限

会社マミックス、合資会社マルスギ、水上印刷株式会社、株式会社水

戸京成百貨店、株式会社ミヤモト家具、株式会社メディアステーショ



ン、株式会社杢目金屋、株式会社門馬農園、山形県教育委員会、株

式会社ユニテックス、ヨシダ宣伝株式会社、株式会社レールテック、株

式会社二葉屋、宮城県仙台塩釜港湾事務所、有限会社モメンタムファ

クトリー・Orii、学校法人東北芸術工科大学、株式会社ベガスベガス 

■文芸学科 

株式会社アーチ、株式会社アトム、株式会社アナロジカル、株式会社

アルビオン、アンドロボティクス株式会社、イオンリテール株式会社、

株式会社泉、株式会社 VSN、株式会社エイアンドシー、共同エンジニ

アリング株式会社、有限会社桂樹舎、JR 東日本東北総合サービス株

式会社、スタジオ・ハードデラックス株式会社、株式会社スリー・イー、

生活協同組合コープあきた、株式会社天童荘、東北パイオニア EG 株

式会社、東洋ワークセキュリティ株式会社、日本たばこ産業、株式会

社帆風、株式会社東日本計算センター、株式会社フジ・コーポレーショ

ン、株式会社マーキュリー、株式会社マツキ、株式会社マッシュホール

ディングス、株式会社マルハニチロ山形、みやぎ生活協同組合、株式

会社メディアステーション、山形トヨペット株式会社、株式会社ヨークベ

ニマル、株式会社ヨドバシカメラ、株式会社リスペクト、株式会社ル・プ

ロジェ、株式会社ワールドインテック、株式会社ワールドコーポレーショ

ン 

デザイン工学部 就職者数： 266 名 

主な就職先 

■プロダクトデザイン学科 

株式会社アイ・クリエイト、株式会社アイ・トピア、株式会社イデアインタ

ーナショナル、株式会社岡村製作所、株式会社カンディハウス、株式

会社 G-style、株式会社ジー・テイスト、株式会社シマノ、株式会社シミ

ズオクト、有限会社尚文堂、株式会社ジンズ、スズキ株式会社、株式

会社スペース、有限会社スマッシュ、株式会社相合家具製作所、

SOLIZE Engineering 株式会社、ダイハツ工業株式会社、東北ミサワホ

ーム株式会社、トランスコスモス株式会社、株式会社ニチイ学館、ニッ

カホーム株式会社、日産自動車株式会社、株式会社ニラク、株式会社

ヌーヴ・エイ、野川商事株式会社、パイオニア株式会社、一建設株式

会社、株式会社長谷川萬治商店、株式会社バレッグス、株式会社バ

ンダイ、株式会社日比谷花壇、株式会社富士通ゼネラル、株式会社

保志、株式会社ホンダテクノフォート、株式会社マーナ、株式会社マイ

ヤ、マツダ株式会社、株式会社マルハン、三菱自動車工業株式会社、

宮城ダイハツ販売株式会社、株式会社杢目金屋、ヤマト科学株式会

社、株式会社ヨークベニマル、株式会社吉田、株式会社リボルブ、株

式会社旅館古窯 

■建築・環境デザイン学科 

株式会社アールシーコア、有限会社阿部仁史アトリエ、株式会社一条

工務店仙台、株式会社市村工務店、SRG タカミヤ株式会社、皆成建

設株式会社、株式会社カチタス、株式会社協和コンサルタンツ、株式

会社小泉創芸、幸栄建設株式会社、株式会社サンコーホーム、株式

会社シーエーリーディング、株式会社スコテ、株式会社スタッフサービ

スエンジニアリング事業本部、株式会社スペース、株式会社大京アス

テージ、株式会社大京穴吹建設、大同建設株式会社、株式会社タカカ

ツホールディングス、株式会社タカヤ、株式会社千歳建設、東北クリー

ン開発株式会社、東和総合住宅株式会社、株式会社ナカノフドー建

設、日本国土開発株式会社、ハーバーハウス株式会社、ハウスデザ



イン株式会社、株式会社パルコホーム宮城、株式会社桧家住宅、株

式会社ホリエ、宮城建設株式会社、株式会社メンバーズ 

株式会社モーリコーポレーション、山形県、山形トヨペット株式会社、

LIFE RECORD ARCHITECTS、株式会社 LIV 建築計画研究所、連合

設計社市谷建築事務所 

■グラフィックデザイン学科 

株式会社 iDA、株式会社アダストリア、株式会社あとらす二十一、合同

会社アルコインク、イオンリテール株式会社、ウェルネスダイニング株

式会社、株式会社エルアンドシーデザイン、株式会社おーばん、株式

会社カヤック、株式会社京屋染物店、株式会社金星堂、クックパッド株

式会社、株式会社クリエイティヴスタッフ、株式会社クレオ、株式会社

ケセラセラ、株式会社コナミスポーツライフ、株式会社自遊人、株式会

社コロプラ、株式会社コンセント、会社七福人、株式会社ジョイックスコ

ーポレーション、株式会社新保哲也アトリエ、株式会社スタジオレック、

田宮印刷株式会社、株式会社 DMM.com、株式会社 Don Don up、ピー

クス株式会社、有限会社ビズ・カンパニー、有限会社 Bit Beans、株式

会社フジ・コーポレーション、株式会社プライド・トゥ、株式会社フロッ

ト、株式会社ベルパーク、株式会社マイクロウェーブ、株式会社ミツエ

ーリンクス、株式会社三ッ和、株式会社ムラヤマ、株式会社メンバー

ズ、リンベル株式会社、株式会社レベルファイブ 

■映像学科 

アイディアファクトリー株式会社、株式会社 ITS コア、株式会社朝日測

量設計事務所、株式会社アトラス、有限会社アノン・ピクチャーズ、イリ

オスネット株式会社、株式会社インテリア・エース、株式会社エーツ

ー、エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社、株式会社 KATACHI、、株

式会社カプコン、株式会社北一硝子、キヤノン株式会社、株式会社

GALE、株式会社サブリメイション、株式会社精クリエイティブ、株式会

社 ジョブエックス、株式会社白組、株式会社全日警、株式会社 ZON、

太陽企画株式会社、TYO グループ、株式会社ティー・ワイ・オーモンス

ター事業部、東北紙工株式会社、東北パイオニア EG 株式会社、東横

システム株式会社、株式会社とみひろ、日刊自動車新聞社、日拓リア

ルエステート株式会社、野川商事株式会社、株式会社ピラミッドフィル

ム、株式会社ファーストハンド、株式会社プライド・トゥ、株式会社フロッ

ト、株式会社ベルズ、株式会社ホテルシンフォニー、株式会社マタハリ

ー、株式会社マツキ、株式会社 MAPPA、株式会社ミラージ、株式会社

山二、株式会社ルーデル、レグセントジョイラー株式会社、レスパスビ

ジョン株式会社、株式会社ロボット、株式会社ワンダラクティブ 

■企画構想学科 

株式会社アウトソーシング、株式会社アクセスよねざわ、アジア株式会

社、アルファクラブ株式会社、イオンリテール株式会社、井ヶ田製茶株

式会社、株式会社伊勢半、株式会社イノーバ、株式会社ウエスト、株

式会社 S・Y ワークス、株式会社オーネスト、株式会社オムニバス、株

式会社きらやか銀行、会社ケセラセラ、三陸運輸株式会社、株式会社

ジー・アイ・ピー、株式会社シー・エス・イー、株式会社ジョインセレモニ

ー、株式会社スコープ、株式会社第一寶亭留、株式会社たちばな、株

式会社チェンジ・ザ・ワールド、株式会社テンナイン・コミュニケーショ

ン、東京ルームアイ株式会社、医療法人徳真会グループ、株式会社 

ピー・ディー・ネットワーク、株式会社平田牧場、広島建設株式会社、



株式会社ファインズ、45 RPM STUDIO 株式会社、株式会社フレーベ

ル館、株式会社ベネッセスタイルケア、株式会社マルヰ、株式会社メト

ロ、山形おきたま農業協同組合、株式会社山形県観光物産会館、有

限会社山形商美社、株式会社やまと、ヤマト運輸株式会社、株式会社

ユアーズ、株式会社ユアシス・ワン、株式会社ヨドバシカメラ、リンベル

株式会社 

■コミュニティデザイン学科 

朝日町、株式会社イテレイティブ、NPO 法人カタリバ、株式会社エイア

ンドシー、株式会社ノマド、気仙沼市、富士吉田市、株式会社カヤッ

ク、株式会社やさしい手甲府、株式会社ベネッセスタイルケア、佐川

町、株式会社ウエディングエルティ、山形県、株式会社河北アド・セン

ター、山形放送株式会社、株式会社三城、ゼビオ株式会社、有限会社

やど尚文 

東北芸術工科大学 

大学院 

芸術工学研究科 就職者数： 19 名 

主な就職先 

■芸術文化専攻 

株式会社エキスプレス工業社、株式会社エムクラフト、大蔵山スタジオ

株式会社、鴨江アートセンター、有限会社菊信紙工所、株式会社キタ

ック、精英堂印刷株式会社、富井貴志の工房、ホキ美術館、公益財団

法人諸橋近代美術館、山形県生涯学習文化財団、株式会社バーンリ

ペア、日本通運株式会社山形支店 

■デザイン工学専攻 

株式会社リコー、常陸大宮市 

■芸術工学専攻 

東北芸術工科大学（非常勤講師） 

※就職者数には、一時的な職に就いた者を含む。 



4-(1)-⑦-b 就職率

平成29年度卒業者進路状況

学科 卒業者
大学院
進学者

大学院
進学率

作家・起業・個
人事業主 就職率

芸術学部 229 18 7.9% 3 92.7%

美術史・文化財保存修復学科 19 2 10.5% 0 93.8%

歴史遺産学科 23 1 4.3% 0 95.0%

美術科 138 15 10.9% 2 91.0%

文芸学科 49 0 0.0% 1 95.7%

デザイン工学部 282 1 0.4% 4 98.2%

プロダクトデザイン学科 52 0 0.0% 0 100.0%

建築・環境デザイン学科 48 1 2.1% 0 97.7%

グラフィックデザイン学科 62 0 0.0% 1 98.3%

映像学科 56 0 0.0% 2 96.2%

企画構想学科 45 0 0.0% 0 97.8%

コミュニティデザイン学科 19 0 0.0% 1 100.0%

計 511 19 3.7% 7 95.9%

大学院 修了者
大学院
進学者

大学院
進学率

作家・起業・個
人事業主 就職率

芸術文化専攻 26 1 3.8% 0 100.0%

デザイン工学専攻 5 0 0.0% 0 75.0%

芸術工学専攻 1 0 0.0% 0 100.0%

計 32 1 3.1% 0 95.0%

※大学院進学率＝大学院進学者数÷卒業者数

※就職率＝就職者数÷就職希望者数
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