
H28.5.1現在

㈱ウッドワン トヨタ部品広島共販㈱ 呉信用金庫（3） 地方独立行政法人広島市民病院機構（2）

創建ホーム㈱ 富士電工㈱ しまなみ信用金庫 社会福祉法人寿老園老人ホーム
㈱大和エンジニヤリング ヤマエ久野㈱ 広島県信用組合 日本郵便㈱（3）

アヲハタ㈱ ㈱イズミ あいおいニッセイ同和損害保険㈱ ㈱ＪＴＢ中国四国
カグラベーパーテック㈱ ㈱エディオン 損害保険ジャパン日本興亜㈱ アイ・ケイ・ケイ㈱
㈱日本パーカーライジング ㈱健伸 ㈱東海日動パートナーズ中国四国 ㈱力の源カンパニー


ワミレスコスメティックス ㈱ ㈱シップス 第一生命保険㈱ 穴吹エンタープライズ㈱
㈱日本製鋼所 大黒天物産㈱ 日本生命保険相互会社 ㈱総合オリコミ社

ダイキョーニシカワ㈱（2） ㈱大進本店 住友不動産販売㈱ 広島市（中学校教諭・英語）
㈱エネルギア・コミュニケーションズ ダイハツ広島販売㈱ 三井不動産リアルティ中国㈱ 広島市（中学校教諭・国語）
フューチャーアーキテクト㈱ ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 ㈱合人社計画研究所 広島県（高校教諭・国語）
全日本空輸㈱（2） 日産プリンス広島販売㈱ 三菱オートリース㈱ 広島県（特別支援学校教諭）
シモハナ物流㈱ ㈱中国銀行 ㈱ＳＣホールディングス 東広島市（行政事務）
マツダロジスティクス㈱（2） ㈱広島銀行 田中学習会 和歌山市（行政事務）

山九㈱ ㈱山口フィナンシャルグループ 医療法人社団井野口病院 世羅町（行政事務）
㈱カワニシホールディングス ㈱ゆうちょ銀行 医療法人社団東陽会和田歯科医院

㈱あわしま堂 ㈱山田養蜂場 社会医療法人弘道会 社会福祉法人出東福祉会出東保育園

㈱江戸清 中村角㈱ 医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院 社会福祉法人昭和愛育会府中ひかり保育園

オタフクソース㈱（2） (有)ウイラポ 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（2） 社会福祉法人喜和会太陽の里
㈱クリニコ ㈱ケイ・ディ・フドー 医療法人三成会水の都記念病院 社会福祉法人春海会
㈱ますやみそ ㈱阪神調剤薬局 医療法人たかまさ会山崎病院 ＪＭＣ㈱
三島食品㈱ ㈱ププレひまわり 医療法人山口平成会山口平成病院 熊野町（行政事務）
㈱モーツアルト 医療法人社団仁風会青木病院 国家公務員共済組合連合会吉島病院

エルクホームズ㈱ ダイキンＨＶＡＣソリューション中四国㈱ 広島信用金庫 ㈱フロンティア
日本食研ホールディンクス㈱ 大和物産㈱ ＳＭＢＣ日興証券㈱ マツダエース㈱（2）
大下産業㈱ ㈱タカキフードサービスパートナーズ 野村証券㈱ ㈱ザメディアジョン
トーホー㈱ トヨタ部品広島共販㈱ 東京海上日動火災保険㈱（2） ㈱総合オリコミ社
神星電機㈱ 菱電商事㈱ 広島県信用保証協会 天照皇大神宮教事務所
㈱キーレックス ヤマエ久野㈱ 広島県中小企業共済協同組合 広島県医師会
㈱エネルギア・コミュニケーションズ（2） ㈱イズミ 広島県民共済生活協同組合 中間公認会計士事務所
㈱ＮＴＴフィールドテクノ ㈱エコリング ㈱合人社計画研究所 国土交通省
㈱経営管理センター ㈱健伸 大和リース㈱ 広島県（行政事務）
岡山ネットワーク㈱ ㈱スパーク 中国企業㈱ 広島市（行政事務）（3）
広島電鉄㈱ 広島トヨペット㈱ 福山市農業協同組合 岩国市（行政事務）
トライネット・ロジスティクス㈱ ㈱フジカラー広島中央 ㈱ＪＴＢ中国四国 三次市（行政事務）
マツダロジスティクス㈱（2） ㈱松山三越 中国SC開発㈱ 北広島町（行政事務）

ヤマト運輸㈱ メガネの田中チェーン㈱ ㈱エム・アール・ピー
キャノンマーケティングジャパン㈱ ㈱広島銀行（3） 日清医療食品㈱

積水ハウス㈱ ㈱エネルギア・コミュニケーションズ（5） ㈱ワークスアプリケーションズ 広島信用金庫
創建ホーム㈱ エースシステムズ㈱ イオンリテール㈱ 呉信用金庫
㈱リノベートファーム ㈱サンネット ㈱エブリイホーミイホールディングス ＳＭＢＣ日興証券㈱
㈱八天堂 ㈱セリオ ㈱福屋 穴吹興産㈱
大下産業㈱ ㈱日立ソリューションズ西日本（5） ㈱広島銀行 三井不動産リアルティ中国㈱

㈱アイ・エル・シー 日本アイビーエム中国ソリューション(株) (2) ㈱ゆうちょ銀行 シェラトンホテル広島
ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ ㈱富士通システムズウエスト 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

坂本電気工事㈱ 内外香料㈱ エイツーヘルスケア㈱ ㈱彩苑
㈱新日配薬品 ミツ精機㈱ ㈱CACエクシケア ㈱マイナビ
光生アルミニューム㈱ ソフトウェア情報開発㈱ SOLISE　Engineering㈱ ㈱シーズラボ
池田糖化工業㈱ ダイキンＨＶＡＣソリューション中四国㈱ 京都大学　防災研究所 ㈱アソウ・アルファ
㈱あじかん ㈱Treasure　trading 大阪大学　産業科学研究所 ㈱総合センター
潮冷熱㈱ メガネの田中チェーン㈱（2） ㈱ジー･アカデミー 奈良県（中学校教員）
岩田食品㈱ ㈱ジュンテンドー 岡本ウーマンズクリニック 京都府南丹教育局（非常勤講師）

アドバンテック㈱ ㈱ヒラタ 広島ＨＡＲＴクリニック 三次市（非常勤小学校理科支援教員）

ヤンマーアグリジャパン㈱ ピアス㈱ インクロム㈱ 広島県立庄原実業高等学校(非常勤講師)

㈱椿き家 ㈱ツルハグループ　ドラッグ＆ファーマシー西日本（3） 医療法人平治会ＳＡＣＲＡレディースクリニック 広島県警察
㈱原田 ㈱ＳＡＥＤＡ 綜合臨床サイエンス 下関市（行政）
福留ハム㈱ ㈱大進本店 古河文敏ウィメンズクリニック 東広島市（行政）
広島和光㈱ ㈱レディ薬局 おち夢クリニック名古屋 三次市（行政）
イーピーエス㈱(2) ㈱百五銀行 べっぷ日出農業協同組合 静岡県（農業）
持田製薬㈱(2) 尼崎信用金庫 三原農業協同組合 広島県（行政）
小野薬品工業㈱ ㈱山口フィナンシャルグループ 全国農業協同組合連合会　広島県本部

ブンセン㈱ ㈱広島銀行 広島北部農業協同組合
㈱八天堂 ㈱スズキビジネス カワシマ興産㈱

銘建工業㈱ ㈱青木松風庵グループ ㈱ＡＯＫＩ ㈱敷信村農吉

日鋪建設㈱ アヲハタ㈱ 広島日産自動車㈱ メディア㈱
㈱プランテック 三洋化成工業㈱ ㈱島屋 ㈱ネクステージ
西部電気建設㈱ ㈱ウッドワン CITIGROUP　GLOBAL　MARKETS　JAPAN　INC 日研トータルソーシング㈱
池田糖化工業㈱ ㈱タカゾノ ㈱山口フィナンシャルグループ 府中町立府中緑ヶ丘中学校（非常勤講師）

シオノギテクノアドバンスリサーチ㈱ マツダ㈱ 広島市信用組合 徳之島町立井之川中学校（非常勤講師）

カミ商事㈱ 東京コンピュータサービス㈱ ホーメック㈱ 広島県警察
丸善工業㈱ 日新電機グループ　日新システムズ㈱ ㈱ダイキアクシス 大崎上島町（行政）
中国木材㈱ ㈱大森廻漕店 ㈱はま寿司
福助工業㈱ ㈱モンベル ㈱臨海

(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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