
H30.5.1現在

セキスイハイム中四国㈱（2） ㈱ヒロクラ（2） 山口フィナンシャル・グループ 広島医療生活共同組合
㈱ソルコム マツダロジスティクス㈱（2） 全国共済農業協同組合連合会広島県本部 槇殿順記念病院

オタフクソース㈱ 福山通運㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱（2） 呉農業協同組合

㈲共楽堂 広島トーワ薬品㈱ ㈱東急コミュニティー 広島市農業協同組合

㈱あわしま堂 マックスバリュ西日本㈱ あなぶき興産㈱ 佐伯中央農業協同組合
㈱勝矢和裁 ㈱イズミ（2） ㈱ＣＤＧ 嚴島神社

㈱タイヨーパッケージ スターバックスコーヒージャパン（株） ㈱ワタベアンドカンパニー ㈱エイジェック

㈱アドプレックス（2） ㈱あさひ ㈱サニクリーン中国 ㈱テクノプロ・コンストラクション

三笠㈱ ㈱大進 ㈲クリーク ㈱エラン

ダイキョーニシカワ㈱ ㈱コスモス薬品 ㈱サンセルモ 第一ボデー㈱
尾道造船㈱ ㈱ファーマシー 吉本興業㈱ 金融庁
㈱ハマダ ㈱マザーハウス 瀬戸内高等学校（2） 広島県（行政事務）
中国電力㈱（3） ㈱パロマ 廿日市市立野坂中学校 広島市（行政事務）

広島ガス㈱ 美建工業㈱ 福山市立千年中学校 東広島市（行政事務）（2）
日本アイビーエム中国ソリューション㈱ ㈱スズキ自販広島 島根県立浜田高等学校 香川県（行政事務）

㈱呉電子計算センター ㈱ハードオフコーポレーション ㈱ロイヤルコーポレーション（2）

㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国 ㈱ノジマ ㈱鴎州コーポレーション
リベラ㈱ 理研産業㈱ ㈱進研アド

アヲハタ㈱ 中部薬品㈱ 医療法人社団神田会木曽病院 広島県（衛生一般）
丸二㈱ ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 医療法人ヤマナ会広島生活習慣病・がん健診センター 広島市（栄養職員）

㈱クリニコ ㈱ドラッグストアモリ 日本赤十字社広島県支部 熊野町（行政事務）
㈲共楽堂 ㈱はぴねすくらぶ ひで歯科クリニック 富山市（管理栄養士）

㈱出雲村田製作所 ㈱アピスファーマシー ㈱アイコン・ジャパン
中村角㈱ ㈱プリンスホテル ㈱アイグラン
㈱ケイ・ディ・フドー 医療法人社会朋和会西広島リハビリテーション病院（3） 医療法人博善会

トヨタホーム㈱中国カンパニー ㈱ネクシィーズグループ イオンリテール㈱ 日本ハウズイング㈱
㈱トータテハウジング ㈱日立インフォメーションエンジニアリング ㈱広島銀行（3） ㈱シナジー
山陽電機㈱ 日本アイビーエム中国ソリューション㈱ 広島信用金庫（3） ㈱三井不動産ホテルマネジメント

㈱えひめ飲料 SCSK㈱ 呉信用金庫（2） ㈱ビーシーイングス
岸工業㈱ 扶桑電通㈱（2） 広島県信用農業協同組合連合会 広島医療生活協同組合
㈱北川鉄工所（3） ㈱ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（2） 広島市信用組合 日本年金機構
㈱日本製鋼所 日通・パナソニックロジスティクス㈱ 三井住友信託銀行㈱ 安芸農業協同組合
㈱ハマダ 三光電業㈱ ㈱百五銀行 国土交通省（中国運輸局）

㈱ジェイエムエス 三鬼化成㈱ おかやま信用金庫 総務省（中国総合通信局）
テンパール工業㈱ 岩谷産業㈱ 東京海上日動火災保険㈱ 厚生労働省（広島労働局）
パラマウントベッド㈱ ㈱チップワンストップ 三井住友海上火災保険㈱ 農林水産省（中四国農政局）
㈱ウッドワン（2） ㈱イズミ 三井不動産リアルティ中国㈱ 広島県（行政事務）
㈱光文堂 ㈱天満屋 ㈱エネルギアL&Bパートナーズ 江田島市（行政事務）

㈱モルテン NTTフィールドテクノ㈱ ㈱ティピカル ㈱かんぽ生命
㈱日本パーカーライジング広島工場 ㈱インターネットイニシアティブ ㈱JIEC 広島総合法律会計事務所
富士通㈱ ㈱アイ・エル・シー アイコムシステック㈱ トモテツグループ
三菱電機㈱ ㈱呉電子センター 日本通運㈱ ㈱綜合キャリアオプション
㈱日立ソリューションズ西日本（5） 協和エクシオ㈱ ㈱ユニットコム 広島県警察（2）
日本アイビーエム中国ソリューション㈱（2） ㈱帝国データバンク 大正富山医薬品㈱
㈱ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（2） sky㈱ ㈱丸藤

 NECソリューションイノベータ㈱ ㈱アミック 広島県信用農業協同組合連合会

 ㈱村上農園 ㈱ベリサーブ ㈱コスモス薬品 シミック㈱
 ㈲津口ファーム ㈱シー・エス・イー ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本(2) 全国農業協同組合連合会広島県本部

 大東建託㈱ TISソリューションリンク㈱ ㈱ププレひまわり 福山市農業協同組合
セキスイハイム中四国㈱ NRIシステムテクノ㈱ 兵庫信用金庫 大分県農業協同組合
福留ハム㈱(2) ㈱マイナビ 玉島信用金庫 WDB㈱エウレカ社
内堀醸造㈱ 西日本旅客鉄道㈱ ㈱山口フィナンシャルグループ ㈱VSN
㈱あじかん 日本郵政㈱ 全国共済農業協同組合連合会 ㈱綜合キャリアオプション
㈱椿き家 ヤマエ久野㈱ 水島信用金庫 ㈱テクノプロ
田中食品㈱ ソーダニッカ㈱ 藍澤證券㈱ ㈱ツカサ設備管理
㈱ポストごはんの里 トヨタネ㈱ (一財)化学及血清療法研究所 ㈱ベルパーク
㈱ピエトロ ㈱デザインアーク ㈱タイムリー ㈱ティア
谷尾食糧工業㈱ 山本コーポレーション㈱ ㈱あきんどスシロー ㈱メディサイエンスプラニング
UCC上島珈琲㈱ ㈱キャン(2) 日本マクドナルド㈱ 上天草市立大矢野中学校
山陽薬品㈱ マックスバリュ西日本㈱ ㈱一富士興業 愛媛県（畜産）
㈱富士薬品 ㈱平和堂 ㈱アミパラ 大分県（農業）
㈱三和化学研究所 アンデックスソリューション㈱ 神奈川ARTクリニック 長崎県（行政）
㈱大川原製作所 MXモバイリング㈱ エイツーヘルスケア㈱ 庄原市(一般事務)
パーパス㈱ ㈱あさひ 医療法人浅田レディースクリニック 兵庫県警察
大分キヤノン㈱ ㈱ミスターマックス イーピーエス㈱
㈱NTTファシリティーズ中国 ㈱レディ薬局 ㈱福山臨床検査センター

㈲木下組 三浦工業㈱ ㈱大創産業 ㈱三井開発
住友林業㈱ ㈱御池鐵工所(2） ㈱ニトリ ㈱ダルトン

㈱ソルコム ㈱NTTフィールドテクノ ㈱コスモス薬品(2) サニクリーン山陽㈱
西日本電気テック㈱ ㈱ビーテック ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 広島県（行政）

鳥栖キユーピー㈱ オー・ジー㈱ ㈱宮崎銀行 広島県（衛生一般）
㈱ダイマツ 富田薬品㈱ 広島みどり信用金庫 庄原市(一般事務)

雲海酒造㈱ 森久保薬品㈱ (一財)九州環境管理協会 三次市（一般事務）

㈱新興出版社啓林館 イオンリテール㈱ (公社)広島県浄化槽維持管理協会 川上村(一般事務)
日亜化学工業㈱ トヨタカローラ広島㈱ ㈱フレスカ 陸上自衛隊

㈱アドマテックス ㈱エディオン 豊橋農業協同組合
宮川化成工業㈱ 岡山日産自動車㈱ ツネイシカムテックス㈱

(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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