
H27.5.1現在

㈱日立ビルシステム ヤクルトウエスト・ロジスティクス㈱ ㈱ゆうちょ銀行 福山市農業協同組合
大和冷機工業㈱ キャノンマーケティングジャパン㈱ 呉信用金庫 広島県農業信用基金協会
デルタ工業㈱ ㈱三和 中国労働金庫 ㈱エイチ・アイ・エス

㈱朋ジェーエス・ピー 菱電商事㈱ ＳＭＢＣ日興証券㈱ ㈱京都嵯峨野
日本食研ホールディングス 広島トヨタ自動車㈱(2) あいおいニッセイ同和損害保険㈱ ㈱スクエアクロス
日本たばこ産業㈱ 青山商事㈱ 損保ジャパン・日本興亜損保㈱ ＷＤＢ㈱

リョービ㈱ やしま㈱（2） 三井住友海上火災保険㈱ ㈱メディカルジョブセンター
広島ガス㈱ ㈱ボーネルンド ㈱合人社計画研究所（2） ワタキューセイモア㈱

㈱アンビション ㈱天満屋 中国企業㈱ 広島大学（職員）
バレットグループ㈱ ㈱イズミ ㈱ホテルグランヴィア広島 広島県（特別支援学校教諭）
ＮＴＴコム エンジニアリング㈱ ㈱スパーク 広島韓国教育院 広島県（小学校教諭）
ＮＴＴ西日本 ㈱ハーティウォンツ ㈱５コーポレーション 広島市（中学校教諭）
㈱ＵＳＥＮ ㈱酒商山田 ㈱アミティー 広島県警察
㈱エネルギア・コミュニケーションズ ㈱徳岡 ㈱ビーシーイングス 広島市消防局

日本郵便㈱（3） ㈱広島銀行（2） ㈱センシーズ 高知県
山九㈱ ㈱百十四銀行 ㈱東京アカデミー 陸上自衛隊

林兼産業㈱ 日清医療食品㈱ 益田地域医療センター医師会病院 社会福祉法人広島和光園広島和光園保育所

㈱八天堂 富士産業㈱ 独立行政法人国立病院機構南岡山医療ｾﾝﾀｰ 社会福祉法人虹福祉会富士保育園

広島駅弁当㈱ 医療法人社団仁風会青木病院 広島県中央健康生活協同組合 ＲＩＺＡＰ㈱
㈱やまひろ 医療法人昭和原田整形外科病院 医療法人社団ﾔﾏﾅ会広島生活習慣病・がん健診ｾﾝﾀｰ 山陽女子短期大学
成和産業㈱ 医療法人恒和会松石病院 社会福祉法人白寿会 広島市（栄養士）
㈱ハーティウォンツ 医療法人慈誠会山根病院 社会福祉法人あすなろ会あすなろ保育園 広島市（学校栄養職員）
㈱ホロンすずらん薬局 石橋クリニック（2） 社会福祉法人順正寺福祉会順正寺保育園

㈱加藤組 ソフトバンク㈱ ㈱丸久 公益財団法人広島原爆障害対策協議会

㈱タケウチ建設 ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱（3） ㈱広島銀行 全国共済農業協同組合連合会
㈱中電工 ㈱呉電子計算センター ㈱もみじ銀行 広島県信用農業協同組合連合会（2）

㈱オリバー ㈱経営管理センター 日本政策金融公庫 全国労働者共済生活協同組合連合会

㈱ジェイ・エム・エス マツダロジスティクス㈱ 東洋証券㈱ ㈱ＪＴＢ国内旅行企画
西川ゴム工業㈱(2) 麒麟倉庫㈱ 丸三証券㈱ ㈱アンデルセンサービス
㈱モルテン 広島バス㈱ ㈱クレディセゾン ㈱エラン
ダイキョーニシカワ㈱ 青山商事㈱ 三菱ＵＦＪニコス㈱ マツダエース㈱（3）
誓和工具㈱ ㈱アクセ 東京海上日動火災保険㈱ ㈱日本セレモニー
中国計器工業㈱ ㈱トゥモローランド 第一生命保険㈱ ㈱中国新聞サービスセンター
関西エックス線㈱ ㈱バルコム ㈱合人社計画研究所 ㈱総合オリコミ社
㈱ウッドワン Hamee㈱ ㈱第一ビルサービス 広島市（行政）（2）
㈱エネルギア・コミュニケーションズ（2） アクサス㈱ 大東建物管理㈱ 中国経済産業局

㈱中電工 ㈱ＮＴＴフィールドテクノ ハイテクシステム㈱ 日本生命保険相互会社
㈱fUkahori ㈱エースシステムズ ㈱日立ソリューションズ西日本（4） 広島信用金庫
㈱エフピコ キャノンシステムアンドサポート㈱ ㈱富士通システムズウエスト ㈱もみじ銀行
デルタ工業㈱ ㈱呉電子計算センター メイプルひろしま 広島英和税理士法人
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ ㈱経営管理センター ㈱イズミ たがあんざんそろばん教室
㈱エネルギア・コミュニケーションズ（2） ㈱サンネット（3） ㈱ＡＣＮ 広島県民共済生活協同組合
ＮＴＴ西日本 中央システム㈱ 新川電機㈱ ㈱総合オリコミ社

㈱ＮＴＴデータ中国 トランスコスモス㈱ 呉信用金庫
ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱ 日本アイビーエム中国ソリューション㈱（2） 東京海上日動火災保険㈱

㈱サンワファーム トーアエイヨー㈱ ㈱ゲオホールディングス 医療法人蔵本ウイメンズクリニック

坂本産業㈱ 東西化学産業㈱ ㈱コジット とえだウイメンズクリニック
㈱アヲハタ ㈱陽進堂 ㈱くわこや 社会福祉法人三篠会
㈱伊藤園 祐徳薬品工業㈱ ㈱スズキ自販広島 インクロム㈱
㈱ＭＹＭウォーター ㈱三慶 ㈱サコダ車輌 ㈱シノテスト
㈱キューレイ 鴻池運輸㈱ スターティア㈱ 新日本科学臨床薬理研究所
クニヒロ㈱ 福山通運㈱ ㈱テルウェル西日本 ㈱医療情報システム
㈱クリニコ サンゲン㈱ ㈱日本ビジネスデータプロセシングセンター ㈱ＩＳＯ総合研究所
㈱シマヤ 福山綜電㈱ ㈱アイロム ＷＤＢエウレカ㈱
㈱藤商店 ユーシーシーフーヅ㈱ パナソニックホームエンジニアリング㈱ ㈱ダスキン
万田発酵㈱ ㈱エバルス ㈱ダイナム 広島市農業協同組合（2）
㈱モンテール ㈱ジュンテンドー ㈱ワム ながさき西海農業協同組合
㈱やまみ ㈱ハーティウォンツ（2） 三井住友トラスト不動産㈱ 静岡県立高等学校（実習助手）
㈱ロック・フィールド ㈱ひまわり ㈱中京銀行 広島県（特別支援学校教諭）
㈱和田珍味 ㈱マツモトキヨシ中四国販売 焼津信用金庫 三次市（行政）
旭有機材工業㈱ ㈱スギ薬局 医療法人社団徐クリニックＡＲＴセンター 東京消防庁
新井産業㈱ ㈱Ａコープ西日本 医療法人社団高邦会高木病院
シスメックス㈱ ㈱オールドリバー 医療法人稲垣婦人科

㈱アキタ ㈱アンデルセン ㈱ビッグ・エス ㈱サニックス

㈱藤和エンジニアリング ㈱オイシス ㈱サコダ車輌 ㈱ダスキン福山
㈱日立ビルシステム オタフクソース㈱ ㈱ローソンマート ㈱大進創寫館
中国木材㈱ 栄屋乳業㈱ 備後信用組合 社会福祉法人慈照会
新和金属㈱ ㈱フランソア ㈱ベンチャーアソシエイツ 警視庁
三浦工業㈱ ㈱やまみ ㈱モバイルコム 呉市（行政）
安川コントロール㈱ コネクシオ㈱ 三洋テクノマリン㈱
㈱高尾製作所 ㈱マルダイ (有)はなや
大塚製薬㈱ ㈱コスモス薬品 ミシマ㈱
塩野義製薬㈱ ㈱ジュンテンドー シャングリ・ラ ホテル 東京

(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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