
令和４年3月31日現在

Japan home wand㈱ ㈱コスモネット 住友生命保険相互会社 楽天カードパートナーズ㈱

MS中国㈱ ㈱ジェイ・エム・エス 税理士法人　長谷川会計 良和ハウス

NSウエスト㈱ ㈱外林　（２） セキスイハイム中四国 ㈱エイム

SBS東芝ロジステックス㈱ ㈱ソラスト 積水ハウス不動産中国四国販売㈱ ㈱ジャパンテクニカルソフトウェア

ＵＴグループ㈱ ㈱第一ビルサービス ダイキョーニシカワ㈱ 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本

アイドゥー㈱　（２） ㈱中国四国博報堂 中央出版ホールディングス㈱ 高知地方裁判所

あなぶきメディカルケア㈱ ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 中国電力㈱ 東広島市

厳島神社 ㈱ディスコ ちゅうせき 広島市　（３）

岩国市 ㈱バンダイナムコピクチャーズ デリカウイング㈱ 広島市教育委員会（中学英語科）

エネルギアソリューション＆サービス ㈱プラネットワーク トラスト㈱ 福山市

エム・フィールド㈱ ㈱マツダＥ＆Ｔ 日本生命保険相互会社 三次市

学校法人鶴学園　広島工業大学高等学校 ㈱マツモトキヨシホールディングス パークハイアット東京

㈱BUB ㈱ゆうちょ銀行 東ソー物流㈱

㈱Le Lien ㈱両備システムズ 比治山神社

㈱アイグラン ㈱レディ薬局 日立ソリューションズ西日本
㈱アクシア 呉信用金庫 広島市信用組合

㈱アスカ クロスプラス㈱ 広島信用金庫

㈱イズミ　（２） 広成建設㈱　（２） マツダ㈱

㈱エヌ・ティ・ティ・データ さがみ農業協同組合 三菱電機㈱

㈱エネルギアL&Bパートナーズ 三洋電機㈱ 明治安田生命相互保険会社

イオンプロダクトファイナンス㈱ ㈱マルタマフーズ 広島市信用組合　（２） 安芸太田町（行政事務）

㈱足達住設 ㈱レディ薬局 ププレひまわり 三原市

㈱キャメル珈琲 国立病院機構　（２） 丸善インテック㈱ 廿日市市

㈱サンドラッグ シミック㈱ マンパワーグループ㈱ 広島県（福山市臨採）

㈱チャーム データシステムソリューション㈱ 三島食品㈱ 山口県（長門市臨採）

㈱西原商会 日清医療食品㈱ 山崎製パン㈱

㈱八天堂 パティスリーパック ヤマダホームズ

㈱プレジィール ビオ・ラビッツ㈱ 医療法人社団　林医院

AGC硝子建材㈱ ㈱ププレひまわり 日興システムソリューションズ 広島市　（５)

NECソリューションイノベータ ㈱ベルーナ 日本銀行 呉市役所

イオンリテール㈱ ㈱メンバーズ 日本製鋼所 生駒市

オタフクソース㈱ ㈱山善 東真産業㈱

㈱アステム ㈱良和ハウス 広島銀行　（３）

㈱アドバコーポレーション 税理士法人YFPクレア 広島市信用組合

㈱エヌケーシー 全国共済農業協同組合連合会　広島県本部 広島市農業協同組合
㈱エネルギア・コミュニケーションズ 全国農業協同組合広島県本部 広島信用金庫  (５）

㈱エネルギアL&Bパートナーズ ダイワボウ情報システム ヒロボシ㈱

㈱キャステム 中国労働金庫 三井住友海上火災保険㈱

㈱ソルコム データシステムソリューション㈱ レッドフォックス㈱

㈱タカラスタンダード 東京アカデミー 徳島県警

㈱デコラム 東京海上日動火災保険 東広島市

㈱ハイエレコン 西川ゴム工業㈱ 広島県　（２）

MXモバイリング㈱ ㈱中電工 ジャパニアス㈱ 東広島市
NECソリューションイノベータ　（４） ㈱テクノプロ ソリッドコミュニケーション㈱ 広島市

NTTテクノクロス㈱ ㈱ネクストビジョン データシステムソリューション㈱

㈱NTTデータ中国 ㈱ハイエレコン 日立インフォメーションエンジニアリング

㈱赤ちゃん本舗 ㈱日立ソリューションズ西日本 日立ソリューションズ西日本

㈱アクトシステムズ ㈱両備システムズ ひろぎんITソリューションズ
㈱エム・アイ・ティシステム開発 ㈱ローソン 横河ソリューションサービス㈱

㈱オービックビジネスコンサルタント 広陵高等学校（非常勤） リコージャパン㈱

㈱セブンイレブンジャパン ジャパニアス㈱

㈱佐藤農園 石原ケミカル㈱ ㈱コメリ 筑紫農業協同組合
東建コーポレーション㈱ 第一稀元素化学工業㈱ ㈱沖縄銀行 ㈱エイジェックグループ
㈱東京エネシス 信和産業㈱ ㈱十八親和銀行 リライアンス・セキュリティー㈱

エスエスケイフーズ㈱ 長州産業㈱ ㈱ニューワールド・インベストメント ㈱ワールドインテック（２）
オハヨー乳業㈱ ㈱システムソフィア シミックファーマサイエンス㈱ 国家公務員 食品衛生監視員
㈱三協デリカ dely㈱ ㈱SMSデータテック 国土交通省 四国地方整備局
クニヒロ㈱ ㈱DNPデジタルソリューションズ ㈱アサヒテクノリサーチ 三次市立粟屋小学校
まるか食品㈱（２） ケイ・エヌ情報システム㈱ ㈱テンポスフードプレイス 雲仙市役所
㈱ナリコマフード サイバーコム㈱ 中外テクノス㈱ 広島県警察（２）
㈱フランソア ㈱日立ソリューションズ西日本 ㈱FOOD ＆ LIFE COMPANIES 長崎県教育委員会
㈱ますやみそ エフピコ商事㈱ ㈱あきんどスシロー
池田糖化工業㈱ ㈱アデランス ㈱ナリコマエンタープライズ
UCC上島珈琲㈱ ㈱ジーンズカジュアルダン ㈱蓬莱
中国醸造㈱ ㈱エモテント ARTレディスクリニックやまうち
㈱イセトー ㈱セブンイレブン・ジャパン IVF詠田クリニック
KMバイオロジクス ㈱ハローズ 医療法人ハート 広島HARTクリニック

㈱タイキ ㈱やずや 医療法人三慧会
㈱ワイエムシィ ㈱万惣 ㈱新日本科学
丸善製薬㈱ ㈱サコダ車輌 JAしまね島根県農業協同組合
皇漢堂製薬㈱ イオンペット㈱ 佐伯中央農業協同組合
小野薬品工業㈱ ㈱コスモス薬品 全国農業協同組合連合会広島県本部

茨木牧場 ㈱ロマンス小杉 ㈱第一技研

セキスイハイム中四国㈱ コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 日本振興㈱

朝日工業㈱ ㈱西原商会 ㈱ ワン・ダイニング

㈱中電工 ジェコス㈱ 一般社団法人日本福祉協議機構

サントリー知多蒸留所㈱ ケニス㈱ 晴れの国岡山農業協同組合

朝日化学工業㈱ 日本電通㈱ ㈱イージーエス

太陽石油㈱ ㈱アステム ㈱タケエイ
ダイキンHVACソリューション中四国㈱ ㈱オークワ アドバンテック㈱

安永㈱ 大黒天物産㈱ ㈱メディア工房

テラル㈱ ㈱ネクサスエージェント ㈱モトムラ

ファルメディコ㈱ JAPAN TESTING LABORATORIES ㈱ ㈱三井開発

㈱真誠インダストリアル・パーク ㈱エヌ・イーサポート 広島県立庄原格致高等学校

ナベプロセス㈱ ㈱カナン・ジオリサーチ

(注)かっこ内の数字は，一つの学科から同一の就職(採用)先に複数名が就職している場合の人数を表しています。
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