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AetosJapan,LLC 伊勢丹 キヤノン シャープ 全日空 東京エレクトロン 日本政策金融公庫 富士通パーソナルズ 三井物産

AFLAC 一級建築士 キャピタルメディカ 社会保険労務士 双日 東京海上アセットマネジメント投信 日本政策投資銀行 プラクティショナーズ

出光アポロコーポレーション キャベッジ・ネット 十六銀行 そごう 東京海上日動火災保険 日本生命保険 ブリヂストン

ARICA 伊藤忠商事 京都府教科図書販売 小学館 ソシアリンク 東京海上日動ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ生命保険 日本総研 ブリヂストンスポーツ

CCC SMC 伊藤忠丸紅鉄鋼 キリンビール 小学館アカデミー ソニー 東京都 日本体育協会 プレイタイム 三菱商事

TBS イマジニア クッキングアートセミナー 小学館プロダクション 損保ジャパン 日本ヒューレットパッカード プロフェッショナルバンク 三菱電機

club47 イマジンクラフト グッチグループジャパン 新日本石油 第一生命保険 東芝 日本郵船 フロンティア

ウォルト・ディズニー・ジャパン クリニコ 新日本有限責任監査法人 大京管理 東武鉄道 日本ユニシス ベストブライダル ミノルタ

YAMAHA エアーニッポン ケースメソッド教育研究所 スタイルワークス 大成建設 東武百貨店 ネイルズ ベネッセコーポレーション 名鉄産業

DHJ B&B Italia Store Tokyo アイショウ 英硝 興亜火災海上保険 スペクトリス 大同生命保険 東北電力 根本杏林堂 ベルシコア メタルワン

FFS 葵友会　たまプラーザ倶楽部 エスイーエイ（シュール神戸） 公認会計士 住友軽金属工業 大日本印刷 トゥモローランド 野村證券 ポーラデイリーコスメ メリルリンチ日本証券

あおぞら銀行 大林組 住友重機械工業 大和証券 東洋エンジニアリング 野村総合研究所 北海道庁 もしもしホットライン

Great Place to Work Institute Japan アクサ生命保険 オーブコムジャパン ゴールドクレスト 住友商事 高島屋 東レ バークレイズ・グローバル・インベスターズ 北海道テレビ 森永製菓

HOYA 芥川法律事務所 小田急百貨店 コクーン・ラボ 住友信託銀行 タクマ 凸版印刷 ハードオフコーポレーション ホテルインターコンチネンタル東京ベイ森永乳業

I&S/BBDO 旭化成 オフィス環境デザイン 国土交通省 住友生命 武田薬品工業 豊田通商 長谷工コーポレーション 香港上海銀行 ヤクルト

IDC JAPAN 旭化成インテリア オフイスクレッシエンド コクヨ 住友電気工業 中央住宅 内閣府 パナソニック 本田技術工業 山梨中央銀行

旭化成ホームズ オリックス コクヨファニチャー 住友林業 中央三井信託銀行 ニチアス パナホーム マイクロソフト ヤマハ発動機

INAX 朝日広告社 オリックス信託銀行 コナカ 西武信用金庫 中外製薬 ニチレイフーズ 日立システムアンドサービス 役所・役場 ユニエックス

朝日新聞社 海外子女教育振興財団 コマツ 西武百貨店 中部電力 日興コーディアル証券 日立ハイテクノロジーズ 丸井 ユニクロ

JAXA アサヒビール 会計検査院 財務省税関 整理回収機構 千代田生命 日産自動車 日立保険サービス マルシン工業 ユニマット ライフ

アシェット婦人画報社 鹿児島銀行 選挙設備関西 ディップ ニッセイアセットマネジメント 日立マクセル 丸大食品 ヨネックス

あずさ監査法人 カゴメ サンケイビル 全国共済農業共同組合連合組合 デサント 日製産業 ヒューマンハウジング 丸紅 リクルート

アビームコンサルティング霞ヶ関国際会計事務所サンスター 先生（高校） テレビ山梨 日本スポーツ企画出版社びわこ銀行 みずほ銀行 りそな銀行

アミダトレーディング カネボウ化粧品 サントリー 先生（小学） 電源開発 ファースト みずほコーポレート銀行 リマコーポレーション

KDDI アメリカンファミリー カルピス サントリー・フーズ 先生（大学） デンソー 日本カラーデザイン研究所 ファイザー 三井住友海上火災保険 ルネサンス

NEC イー・モバイル 北里大学病院 サンマタニティクリニック 先生（中学） 電通 日本銀行 富士・プラ 三井住友銀行 ローム

NHK 石川島播磨重工業 北日本放送 三洋電機 先生（幼稚園） 東急百貨店 日本経済新聞社 富士通 三井生命保険

いすゞ自動車 キッコーマン 資生堂 セントラルスポーツ 東急不動産 日本航空インターナショナル 富士通システムソリューションズ 三井倉庫

※ 複数人いる場合でも、１項目でまとめています。

OB・OG　主な就職先・勤務先

（2010.03.31. OB会事務局作成）

NTTコミュニケーションズ

NTTデータ 三菱UFJ証券

AMO設計事務所 NTTドコモ 三菱UFJ信託銀行

NTT東日本 三菱UFJトラストビジネス

Century21　オープンハウス 東京松下電工 SFG

THE SEAES プロデュース スタジオ 三菱東京UFJ銀行

CRC総合研究所 TMI総合法律事務所

CSK-ITマネジメント

G＆P ノムラ コオ・クリエイトジャパンINC

IICパートナーズ

ING生命保険

JBAホールディングス サブライム， M&C

JR東海

JR東日本

JTB中国四国 日本IBM

NTTアドバンステクノロジ

オレンジテニスクラブホームページURL　http://orange-tc.net/
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