
企業名 勤務場所
職種（採用数）

2019 年度 2020 年度 2021 年度

㈱ RGB 岐阜県 パタンナー（SD1・SP1）

㈲アイム 愛知県 アドバイザー（FBM1）

アルデックス㈱ 愛知県 パタンナー (SP1) パターン・ソーイングスタッフ(SD1・SP2)

㈱アンビデックス 東京都 アドバイザー（SD1・FBM1）

㈲アンリミテッド 愛知県 アドバイザー（SD1）

㈱イズファーム 愛知県 アドバイザー（FBM1）

㈱イング 愛知県 アドバイザー（FS1）

ウィンザー㈱ 愛知県 総合職（FBM1）

㈱ VenomGlow 愛知県 アドバイザー（FS2）

H&M 三重県 アドバイザー（FS1）

㈱ ASK 愛知県 企画（FBM1）

㈱ A2 愛知県 スタイリスト（FS1）

㈱エス・グルーヴ 愛知県 アドバイザー（FBM2）

㈱エフビー 愛知県 パタンナー (SP2)

㈱エム・アイ・ディー 愛知県 アドバイザー（FP1）

オノギ㈲ 岐阜県 ソーイングスタッフ（FP1）

㈱オルソブルー 愛知県 ファッションデザイナー（SD1） ファッションデザイナー（SD2・SP1）

㈱オンワード樫山 愛知県 アドバイザー（FD1）

カツミマーケティング㈱ハンド
メイドヒロ 愛知県 パターン・ソーイングスタッフ（FBM2）

㈱鳥貴族ホールディングス 愛知県 営業（FP1）

㈱キャン 愛知県 アドバイザー（FS2） アドバイザー（FS1）

クロスプラス㈱ 愛知県 ファッションデザイナー（SP1） ファッションデザイナー（SP1）

小塚毛織㈱ 愛知県 企画（SD1）・ソーイングスタッフ（SP1）

㈱ザラ・ジャパン 愛知県 総合職（FS1） アドバイザー（SP1）

三永㈱ 愛知県 ファッションデザイナー（SD1） パタンナー（FP1）、アドバイザー（FS1） パタンナー（SP1）

サンエース㈱ 岐阜県 パターン・ソーイングスタッフ（SP2）

㈱サンテイ 岐阜県 生産管理（SP1）

㈱三陽商会 愛知県 アドバイザー（FBM1）

サンラリーグループ 岐阜県 ファッションデザイナー（FBM3・
SD2・SP1）、パタンナー（SP3）

ファッションデザイナー
（FBM1・SD2・SP1 ）

ファッションデザイナー
（FBM3・SD4・SP3 ）

㈱ JET・RAG 愛知県 古着アドバイザー（SD1）

㈱シュシュ 愛知県 アドバイザー（FP1）

㈱ジュン 愛知県 アドバイザー（FS1）

㈱スタッフブリッジ 愛知県 アドバイザー（FP1・FS1）

㈱ステイト・オブ・マインド 東京都 パタンナー（SP1）

㈱ストライプインターナショナル 愛知県 アドバイザー（FP1）

ダイショーファッションテキスタイル㈱ 愛知県 テキスタイルデザイナー（SP1） 企画（SD1）

髙間㈱ 愛知県 ソーイングスタッフ（SD3） ソーイングスタッフ（FP1）

㈱宝塚舞台 兵庫県 舞台衣装（SP1）

瀧定名古屋㈱ 愛知県
ファッションデザイナー（FBM3）、
テキスタイルデザイナー（FBM1）、
パタンナー（SP1）

ファッションデザイナー（FBM1）、
テキスタイルデザイナー（SD1）

タキヒヨー㈱ 愛知県 ファッションデザイナー（SP1） パタンナー（SP1）

タナカ衣料㈱ 岐阜県 ソーイングスタッフ・舞台衣装（SD1・SP1） ソーイングスタッフ・舞台衣装（SP1）
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㈱チュチュアンナ 愛知県 アドバイザー（FS2）

㈱ DR 愛知県 アドバイザー（FS1）

T・F・SJAPAN ㈱ 愛知県 パタンナー（SP2）

㈲ティスタイル 愛知県 舞台衣装・パタンナー（SP2）

㈱デンハム・ジャパン 愛知県 アドバイザー（FBM1）

東京衣裳㈱ 東京都 舞台衣裳 (SP1）

㈱東京芸夢 愛知県 アドバイザー（FBM1）

㈱東洋マーシャルアーツディ
ストリビューション 愛知県 ソーイングスタッフ（FP1）

㈱ナイスクラップ 愛知県 アドバイザー（FD1）

ナゼロ㈱ 愛知県 ソーイングスタッフ（FBM1）

㈱ナルミヤインターナショナル 愛知県 アドバイザー（SD1）

㈲ニイヨンイチ 岡山県 総合職（FBM1）

ノノヤマ洋服㈱ 愛知県 ソーイングスタッフ（SP1）

High&Rising 愛知県 ウェブデザイナー（FD1）

㈱パルグループ 愛知県 アドバイザー（FBM3） アドバイザー（FBM1） アドバイザー（FS1）

㈱パレモ・ホールディングス 愛知県 アドバイザー（FS1）

㈱ BANKAN わものや 愛知県 アドバイザー（SD1） アドバイザー（FS1）

ヒロタ㈱ 岐阜県 ファッションデザイナー（SD1） ファッションデザイナー（SD2）

㈱ファーストリテイリング 愛知県 アドバイザー（SD1）

㈱ファイブフォックス 愛知県 アドバイザー（FS1）

㈱ファッションヤマグチ 愛知県 営業（FBM1 ）

㈱ BRAVO 愛知県 ソーイングスタッフ（SP2）

㈱ブルーメイト 岐阜県 ファッションデザイナー（SP1）

㈱ベイクルーズ 愛知県 アドバイザー（FBM2）

堀之内ブラザー販売㈱ 愛知県 ソーイングスタッフ（SD1）

マイケルコース・ジャパン㈱ 愛知県 アドバイザー（FBM1・FS1）

㈱マッシュスタイルラボ 愛知県 アドバイザー（FS1） アドバイザー（FS1）

マツモトキヨシホールディングス 愛知県 アドバイザー（FS1）

㈱丸福商店 愛知県 ソーイングスタッフ（SP1） パターン・ソーイングスタッフ（SP2）

美濃屋㈱ 岐阜県 プロダクトマネージャー（SD1・FD1） パタンナー（FP1）・企画（SD1）

メルローズ 愛知県 アドバイザー（FBM1）

㈱モンナトリエ 愛知県 ソーイングスタッフ（FBM1・SP1） パタンナー（SD1・SP1） パターン・ソーイングスタッフ（SP1）

㈱ヤマダヤ 愛知県 パタンナー（SD1） アドバイザー（FS1）

㈱大和商会 愛知県 アドバイザー（FBM1・FS1）

ヤマト・ドレス㈱ 東京都 パタンナー（SP1）

㈱ヨウジ・ヤマモト 愛知県 アドバイザー（FP1） アドバイザー（FS1）

㈱ロングラン 岐阜県 ファッションデザイナー（FBM1・
SD1）、パタンナー（SP3） パタンナー（SP2） ファッションデザイナー（FBM2・

SP1）、パタンナー（SP2）

㈱ワールドストアパートナーズ 愛知県 アドバイザー（FS1） アドバイザー（FBM1・FS3）

㈲ワールドハット 愛知県 ソーイングスタッフ（SP1)

渡六毛織㈱ 岐阜県 企画（SD1）

記号の説明

FBM▶ファッション産業学科3年ビジネスマネジメントコース
SD▶スペシャリスト学科デザインコース　
SP▶スペシャリスト学科パターン・ソーイングコース	

FD▶ファッション学科2年デザインコース　
FP▶ファッション学科2年パターン・ソーイングコース
FS▶ファッション流通学科2年ショップスタイリストコース　

Employment Record
過去3年間の就職先実績（50音順）


