
H26.5.1現在

㈱中電工 アンデルセングループ 東京海上日動火災保険㈱ 日本赤十字社広島県支部

タマホーム㈱ ㈱フタバ図書 三井不動産リアルティ中国㈱ 広島市農業協同組合

中国木材㈱ ㈱大創産業 大和リビング㈱ 佐伯中央農業協同組合

ダイキョーニシカワ㈱ ㈱エービーシー・マート ㈱合人社計画研究所(2) マツダエース㈱(2)
㈱ジェイ・エム・エス ㈱フレスタ 中国企業㈱ ㈱リクルートマーケティングパートナーズ 

広島ガス㈱ ㈱コスモス薬品 ㈱ホテルニューアワジ 学校法人修道学園（広島修道大学）

広島電鉄㈱ ㈱アンビデックス ㈱ＪＴＢ中国四国(3) 学校法人比治山学園
ヤクルトウェスト・ロジスティックス㈱ カワシマ興産㈱ ㈱エイチ・アイ・エス 広島県（中学教諭）
㈱ヒロクラ 広島トヨペット㈱ ㈱フレンド商会 広島県（警察事務）

ＡＮＡエアポートサービス㈱ ㈱広島銀行 ㈱アコーディア・ゴルフ 広島市(2)

中国ターミナル・サービス㈱ ㈱ゆうちょ銀行 ㈱サンレー 広島市消防局

㈱タスク 広島信用金庫 ㈱エデュリオ 坂町
サンゲン㈱ 第一生命保険㈱ 医療法人社団知仁会メープルヒル病院 愛媛県警察本部
成和産業㈱ ㈱かんぽ生命保険 滝口耳鼻咽喉科医院

アヲハタ㈱ 医療法人一陽会原田病院 社会福祉法人卓翔会市比野記念病院 広島県（学校栄養職員）
福留ハム㈱ 医療法人恒和会松石病院 社会福祉法人恩賜財団広島県済生会済生会広島病院 山口県（栄養士）

三島食品㈱ 医療法人せのがわ瀬野川病院 社会福祉法人守里会 広島市（学校栄養職員）

㈱広島銀行 医療法人社団仁風会青木病院 社会福祉法人広島県同胞援護財団緑ヶ丘静養園 廿日市市（栄養士）(2)

㈱本郷給食センター 医療法人社団朋和会西広島ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 社会福祉法人昭和愛育会 島根県警察本部
㈱糧配(2) 県立広島病院 社会福祉法人千草会てまり保育園

サイトサポート・インスティテュート㈱ かわの内科胃腸科 ㈱アイグラン(2)

アヲハタ㈱ マツダロジスティクス㈱ 呉信用金庫 積和不動産中国㈱

テンパール工業㈱ 中石産業㈱ 徳島信用金庫 中国企業㈱

シーピー化成㈱ アンデルセングループ 広島県信用組合 ㈱合人社計画研究所

㈱ヤマサキ イオンリテール㈱ 中国労働金庫 ㈱トヨタレンタリース広島

㈱トンボ ㈱ハローズ 広島県農業信用基金協会 ㈱大進本店（大進創寫館）
㈱ディスコ ㈱万惣 広島県信用保証協会(2) 医療法人昭和原田整形外科病院

㈱ナカニシ・ガラス ㈱ファーマシー 広島県信用農業協同組合連合会 社会福祉法人広島県福祉事業団

㈱シグマ ㈱ケイ・ディ・フドー 広島県信用組合 広島県農業協同組合中央会

エーエスレジン㈱ ㈱アーバンリサーチ 中国総合信用㈱ 広島商工会議所

中国電力㈱ カワシマ興産㈱ ひろぎんウツミ屋証券㈱(2) 広島市(2)
㈱エネルギア・コミュニケーションズ(2) ㈱広島銀行 大和証券㈱ 北広島町

㈱情報管理センター ㈱もみじ銀行 第一生命保険㈱ 陸上自衛隊

福山通運㈱ ㈱山口銀行 三井住友海上火災保険㈱

広島電鉄㈱ 三井住友信託銀行㈱ あいおいニッセイ同和損保㈱

宮川化成工業㈱ ㈱サンネット(5) バブ日立ビジネス㈱(2) ㈱ＮＴＴネオメイト
㈱中国シッピングエージェンシィズ ㈱ＪＦＥシステムズ ㈱日立ソリューションズ西日本(3) ㈱ＮＴＴマーケティングアクト

㈱アイ・エル・シー ㈱ジーテック ㈱広鉄計算センター アルパーク歯科

㈱アイレックス ㈱成通・ソフトシステムズ ㈱広島銀行 広島県警察本部
㈱エネルギア・コミュニケーションズ(6) ㈱データホライゾン ㈱南日本銀行

㈱エヌアイディ ドコモエンジニアリング中国㈱ 広島市信用組合

㈱協和エクシオ ㈱ＮＴＴデータ中国 安芸農業協同組合

㈱日本エコシステム ㈱ＭＴＧ ㈱コスモス薬品 両角レディースクリニック
小野田ケミコ㈱ ㈱シノテスト ㈱サングリーン 広島ＨＡＲＴクリニック
㈱岡山イワミ食品 積水メディカル㈱ ㈱ハローズ(2) ㈱モノリス
オタフクソース㈱ 扶桑薬品工業㈱ ㈱フレスタ ㈱トリドール
㈱クリニコ 医療システムズ㈱ ㈱ゆきひろ 佐伯中央農業協同組合
㈱サラダクラブ ㈱ピーエスシー ㈱ユニマットライフ 庄原農業協同組合(2)
三基食品㈱ 卜部産業㈱ 蒲郡信用金庫 周南農業協同組合
㈱新保哲也アトリエ 加藤産業㈱ ㈱かんぽ生命保険 筑前あさくら農業協同組合(2)
日本牛乳野菜㈱ 坂本産業㈱(2) 富国生命保険相互会社 鳥取西部農業協同組合
プライムデリカ㈱ 丸進青果㈱ ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング 長崎県央農業協同組合
㈱八天堂(4) 東京青果㈱ ㈱クイック 広島中央農業協同組合
丸二㈱ ミリアグループ㈱ 富士企業㈱ 全国農業協同組合連合会
共和工機㈱ ㈱カワニシホールディングス ㈱フレンド商会 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

サカタインクス㈱ ㈱ジャパンビバレッジホールディングス ㈱リンリン 独立行政法人製品評価技術基盤機構

明星産商㈱ 青山商事㈱ ㈱ビーシー・イングス（田中学習会） 広島県（特別支援学校教諭）
大和技研工業㈱ ㈱アンデルセン おち夢クリニック名古屋 庄原市役所
塩野香料㈱ ㈱医療システム研究所 幸の鳥レディスクリニック 岡山市消防局
長岡香料㈱ かめや釣り具㈱ 園田桃代ＡＲＴクリニック 北播磨消防

ベルグアース㈱ 丸中紙工㈱ ㈱福井亀之助商店 優輝福祉会

㈱坂本電気工事 ㈱コメリ ㈱宮崎銀行 唐津農業協同組合

㈱東産業 ㈱ハローズ(2) 第一生命保険㈱ 三次市（教員）

アヲハタ㈱ フルーリス洋菓子店 ＡＩＵ損害保険㈱ 福山市

カバヤ食品㈱ ㈱ロック・フィールド ㈱フレスカ 真庭市

㈱御池鐵工所 ㈱Beautiful　Life ㈱シェルパ 吉備中央町

オンキヨー㈱ アサヒカルピスビバレッジ㈱ ㈱トップコーポレーション

㈱鶴見製作所 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 医療法人社団ヤマナ会

大和冷機工業㈱ ㈱大山どり 社会福祉法人清風会

(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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