
H29.5.1現在

大東建託㈱ 広島バス㈱ 山口フィナンシャルグループ ㈱イーオン
㈱ウッドワン ㈱日立物流バンテックフォワーディング 広島信用金庫（2） 広島大学病院（事務）

佐川印刷㈱ マツダロジスティクス㈱ 呉信用金庫（2） ながた皮膚科

戸田工業㈱ ヤマト運輸㈱ ㈱ゆうちょ銀行（2） 広島医療生活協同組合

㈱日本製鋼所 ㈱ヒロクラ（2） 中国総合信用㈱ 日本郵便㈱
㈱サタケ 三光電業㈱ ㈱日本政策金融公庫 名鉄観光サービス㈱

㈱ディスコ 新川電機㈱ 野村証券㈱ リライアンス・セキュリティー㈱

中国電機製造㈱ ㈱外林 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ ㈱シーズ

㈱シンコー 田尾田鋲螺㈱ 東京海上日動火災保険㈱ ㈱マイナビ

ダイキョーニシカワ㈱ ㈱アンフィニ広島 損害保険ジャパン日本興亜㈱（3） 広島市（行政事務）（2）

デルタ工業㈱（2） ㈱ヤナセ 第一生命保険㈱ 広島県警察

㈱ウエスト ㈱エブリィホーミィホールディングス 三井不動産リアルティ中国㈱ 和歌山県（警察事務）

㈱コスモシステム ㈱コスモス薬品 ㈱第一ビルサービス（2） 法務省（刑務官）
㈱ソルコム ㈱ププレひまわり ㈱合人社計画研究所

横河ソリューションサービス㈱ ㈱バルス ㈱錦水館（2）

西日本旅客鉄道㈱ ㈱BANKANわものや ANAクラウンプラザホテル広島

広島電鉄㈱ ㈱ビームス アイオ㈱

㈱あわしま堂 アキレス㈱ 医療法人社団千春会 広島修道大学
テーブルマーク㈱ ㈱日立ソリューションズ西日本 医療法人財団聖十字会西日本病院 広島市（行政事務）

久原本家グループ ティーエスアルフレッサ㈱ 独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター 浜松市（学校栄養職員）

㈱八天堂 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本（2） 国立病院機構東海北陸ブロック 名古屋市（栄養教諭）

㈱タカキベーカリー ㈱ププレひまわり 公益財団法人岡山県健康づくり財団

㈱サンクゼール 医療法人仁風会青木病院 社会福祉法人あかつき会あんず保育園

㈱テラプローブ ㈱麻生　飯塚病院 社会福祉法人愛児福祉会なかよし保育園

中電プラント㈱ 日本通運㈱ ㈱愛媛銀行 ㈱農協観光

エルクホームズ㈱ 全日本空輸㈱ しまなみ信用金庫 (社福)広島県同胞援護財団

広成建設㈱ トモテツグループ 広島県信用農業協同組合連合会 日本郵便㈱（2）

㈱クマヒラ マツダロジスティクス㈱ 広島県信用保証協会 ㈱エラン

アステラス製薬㈱ 三菱電機住環境システムズ㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 岡山商工会議所
宮川化成工業㈱ トウショク㈱ 三井住友海上火災保険㈱（2） インターリンク㈱

㈱ジェイ・オー・ファーマ ㈱イズミ 第一生命保険㈱ ㈱グロップ

㈱日本製鋼所 ㈱しまむら 住友不動産販売㈱ ㈱中国新聞サービスセンター

常石造船㈱ 愛媛トヨペット㈱ 三井不動産リアルティ中国㈱（2） 広島県（行政事務）

ダイキョ-ニシカワ㈱ ㈱コスモス薬品 ㈱合人社計画研究所 広島市（行政事務）

広島ガス㈱ ㈱ヤナセ 日本マクドナルド㈱ 香川県（警察事務）
㈱エネルギア・コミュニケーションズ 青山商事㈱ ㈱エイチ・アイ・エス
㈱アドヴァンスト・インフォメーション・デザイン ㈱広島銀行（5） ㈱ＪＴＢ

㈱広成建設 ㈱NTTデータビジネスシステムズ 富士通㈱（2） 広島県信用農業協同組合連合会

西川ゴム工業㈱ ㈱経営管理センター 富士通エフ・アイ・ピー㈱ 日本年金機構

マツダ㈱ ㈱ソルコム ㈱富士通ディフェンスシステムエンジニアリング 広島市（行政事務）（3）

㈱インターロジック 東京コンピューターサービス㈱ 広島電鉄㈱（2） 宇城市（行政事務）
NECソリューションイノベータ㈱（2） 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス㈱ FRL Korea Co., LTD 法務省（刑務官）

㈱ＮＴＴデータ中国 ㈱ネクストビジョン 広島トヨタ自動車㈱

㈱NTTフィールドテクノ（2） ㈱日立ソリューションズ西日本（2） 広島市信用組合

㈱福田農場 ㈱東洋シート ㈱愛媛銀行 清水産婦人科
㈱なかやま牧場 浜本工芸㈱ 農林中央金庫 セント・ルカ産婦人科
アヲハタ㈱ メディキット㈱ 広島信用金庫 セントマザー産婦人科医院
池田糖化工業㈱ ㈱ＨＩＶＥＣ 広島みどり信用金庫(2) 日本ステリ㈱
㈱タカキベーカリー ㈱タカゾノ 明治安田生命保険相互会社 全国農業協同組合連合会
㈱ピエトロ 三波工業㈱ ㈱広島銀行 広島市農業協同組合
東洋乳業㈱ ＳＭＣ㈱ 関西アーバン銀行リース㈱ 三次農業協同組合
安芸高田アグリフーズ㈱ ＮＲＩシステムテクノ㈱ 島根不動産㈱ 出雲教総本院
井桁堂㈱ ＵＴテクノロジー㈱ あさ動物病院 ㈱ワンピース
㈱あじかん ㈱シンクロ･フード アドバンテック㈱ ㈲みやもと企画
㈱アンデルセン（アンデルセングループ） トランスコスモス㈱ エイキット㈱ 広島県（高校教諭･理科）
㈱青木松風庵 シモハナ物流㈱ ㈱都市ビルサービス 三重県（中学校教諭・理科）
旭化成㈱ 日本郵便㈱(2) ㈱ワールドインテック 広島県立庄原実業高等学校
いその㈱ トウショク㈱ 羽田空港サービス㈱ 広島県(行政事務)
㈱カナエ 小西共和ホールディング㈱ ㈱長谷川会計事務所 広島市(行政事務)
㈱カナエテクノス ㈱イズミ エームサービス㈱ 出雲市(行政事務)
㈱シャンソン化粧品 ㈱コスモス薬品(3) てらにし珈琲店 庄原市(一般事務)（2）
田辺三菱製薬㈱ ㈱ザグザグ イーピーエス㈱(3) 福岡県田川地区消防組合
深江化成㈱ ㈱ファミリーマート 医療法人オーク会　住吉産婦人科
㈱再春館製薬所 ㈱藤三 医療法人社団愛育会福田病院
岩谷瓦斯㈱ ㈱フジマート おち夢クリニック名古屋
小林化工㈱(2) ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本(3) ㈱医療システム研究所
㈱石井工作研究所 ＡＢＯＳ㈱ ㈱フロンティア

㈱なかやま牧場 フルハシEPO㈱ ㈱コスモス薬品(2） 全国農業協同組合連合会

小林建設㈱ ㈱ウッドワン 積和不動産中部㈱ 三次市（学校支援員）

㈱あじかん リョービ㈱ ㈱エステム 佐賀市立大和中学校

寺岡有機醸造㈱ アテック㈱ ㈱大進創冩舘 福山市（技術職（１種・化学））

㈱アキタ ㈱三進製作所 日本水処理工業㈱ 香川県警察

アヲハタ㈱ ㈱中国新聞システム開発 ㈱あつまる 和歌山県警察

㈱ファーマフーズ 小西共和ホールディング㈱ ㈱サイネックス 福岡市消防局

タカラスタンダード㈱ ㈱丸菱 庄原農業協同組合 陸上自衛隊

中国木材㈱ ㈱イズミ 香川県農業協同組合

(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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