
令和元年.5.1現在

㈱アキュラホーム 広島電鉄㈱（2） 呉信用金庫 広島県（高校教諭・国語）

豊国工業㈱ 全日本空輸㈱ 広島市信用組合 広島県（中学校教諭・英語）

㈱中電工 日本通運㈱ 広島県信用農業協同組合連合会 広島大学附属東雲中学校（中学校教諭・英語）

㈱八天堂（2） シモハナ物流㈱ 全国共済農業協同組合連合会高知県本部 学校法人IGL学園（日本語教諭）

戸田工業㈱ 長沼商事㈱（2） 明治安田生命保険相互会社 香川県（中学校教諭・英語）

㈱古川製作所 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本（2） ㈱合人社計画研究所（3） ㈱ビーシー・イングス

㈱ハマダ（2） ㈱ププレひまわり 住友林業㈱ 伯和グループ

デルタ工業㈱ ㈱イズミ ㈱第一ビルサービス ㈱グローバルトラストネットワークス

NSウエスト㈱ ㈱フレスタ ㈱荒谷建設コンサルタント ㈱アウトソーシングテクノロジー

ぺんてる㈱ ㈱シンギ ㈱セントメディア ㈱メガネスーパー
広島ガス㈱ カワシマ興産㈱ ㈱ホテルグランヴィア広島 広島県（小中学校事務）
㈱エネルギア・ソリューション・アンド・サービス ㈱アクセ スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 広島県警察（2）
アイエックス・ナレッジ㈱ ソフィーナビューティカウンセリング㈱ ㈱リーベリア 広島市（行政事務）（5）
㈱ちゅピCOMふれあい ㈱フィル・エ・クチーレ ㈱パル

㈱中国新聞サービスセンター ㈱山口フィナンシャルグループ ㈱エス・ティー・ワールド

マツダロジスティクス㈱（4） 広島信用金庫（2） ㈱ロイヤルコーポレーション

㈱伊藤園 ㈱ププレひまわり 県立広島大学（教育職） 全国農業協同組合連合会（2）
オタフクソース㈱ ㈱ココカラファイン 安芸太田町（栄養士） 広島県（衛生一般）

三島食品㈱ マイライフ㈱ 福山市（栄養士） 広島市（栄養士）

㈱紀文西日本（2） ㈱新生堂薬局 広島赤十字・原爆病院 呉市（衛生一般）（2）

良工舎山本鋼業㈱ ㈱万惣 大田市立病院
㈱エバルス ㈱メディロム 武内歯科医院
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 広島県（栄養教諭）（2） 医療法人社団仁風会青木病院

㈱中電工 ㈱キーワードマーケティング 极伏（上海）商貿有限公司 長谷川会計事務所

大成ロテック㈱ ㈱フェイス ㈱広島銀行（2） HAGISO

㈱ユニバーサル建設 広島電鉄㈱ ㈱愛媛銀行 タイムズモビリティネットワークス㈱

アヲハタ㈱ ANA沖縄空港㈱ 広島信用金庫 学校法人鶴学園（職員）

三島食品㈱ ㈱大進本店 呉信用金庫 アイオ㈱

西川ゴム工業㈱ ティーエスアルフレッサ㈱ ㈱日本政策金融公庫 社会福祉法人尾道さつき会
㈱ディスコ 岩谷産業㈱ 大和証券㈱ 広島県民共済生活協同組合（2）

中国電機製造㈱（2） 中山福㈱ 広島県信用保証協会 ㈱ジェイック

デルタ工業㈱（2） ソニービジネスソリューション㈱ 東京海上日動火災保険㈱ アドバンサー㈱

㈱ハマダ ㈱クラタクリエイト 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 呉市（行政事務）

㈱ウッドワン（2） ㈱井澤商会 三井住友海上火災保険㈱（3） 静岡県（行政事務）

㈱ニッポー ㈱イズミ（2） ㈱エネルギアL＆Bパートナーズ
㈱エネルギア・コミュニケーションズ ㈱ローソン 住友不動産販売㈱

㈱呉電子計算センター キャノンマーケティングジャパン㈱ アットホーム㈱
㈱日立インフォメーションエンジニアリング ㈱俄 ㈱リョーキ（2）

㈱協和エクシオ（2） NECソリューションイノベータ㈱（2） コンピュータシステム㈱ マツダエース㈱
㈱日立ソリューションズ西日本（6） NECネッツエスアイ㈱ ㈱ソルコム 三平興業㈱

㈱日立社会情報サービス 富士ソフト㈱（2） パーク24㈱ ㈱エヌリンクス
㈱日立ソリューションズ・クリエイト ㈱インターロジック ホシザキ中国㈱ 広島地方検察庁
㈱NTTデータビジネスシステムズ ㈱シイ・エス・デイ ㈱ココカラファイン 広島県（行政事務）

㈱NTTデータ中国 ㈱ドリームオンライン 三井住友海上火災保険株式会社 広島市消防局

NTTテクノクロス㈱ コムウェア㈱ 住友生命保険（相）すみれい事業部 大阪市消防局
日本アイビーエム中国ソリューション㈱ ㈱JIEC ㈱三井不動産ホテルマネジメント
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス㈱ コベルコシステム㈱ 社会福祉法人広島県福祉事業団

イノチオ精興園㈱ レタープレス㈱ ティーエスアルフレッサ㈱ ＩＶＦ詠田クリニック　
愛知電機㈱ ㈱ディーエイチシー 生活協同組合ひろしま(2) おち夢クリニック名古屋
㈱オンテックス 芳香園製薬㈱ ㈱しまむら ㈱新日本科学
㈱備後開発 タカラベルモント㈱ コーチ・ジャパン(同) シミック㈱
㈱コプロ・エンジニアード ㈱アンズコーポレーション ㈱フレスタ ㈱メディサイエンスプラニング
㈱ブルボン 第一三共㈱ ㈱アペックス 広島北部農業協同組合
㈱ヤクルト本社 ㈱エキップ ㈱なかやま牧場 呉農業協同組合
丸善食品工業㈱ 中北薬品㈱ ㈱エブリイ 北九州農業協同組合
日研フード㈱ 内田鍛工㈱ ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 ＷＤＢ㈱　エウレカ社(3)
㈱もち吉 ㈱サタケ ㈱ネクサス ㈱アウトソーシングテクノロジー
オタフクソース㈱ 田口電機工業㈱ ㈱愛媛銀行(2) ㈱ワールドインテック
㈱ファーマフーズ テンパール工業㈱ ㈱山口フィナンシャルグループ 浜松商工会議所
ヤマサ蒲鉾㈱ ㈱ティラド 大阪信用金庫(2) ㈱フジプラン 
㈱サンデリカ 大倉工業㈱ ㈱トータテホールディングス 広島県（高校教諭･理科）
ルナ物産㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ中国 シオノギテクノアドバンスリサーチ㈱ 長崎県（中学校教諭・理科）
㈱籠谷 ㈱アイ・エル・シー ㈱叙々苑 静岡県（高校教諭･理科）
㈱山海 ㈱ベリサーブ ㈱アレフ 広島県（農業）
㈱あじかん ㈱阪栄マネージメント ㈱アミパラ 岡山県（畜産）
キューサイ㈱ ＡＮＡ大阪空港㈱ 名鉄学園　杜若高等学校 三重県（農学）
㈱アンデルセン ㈱新来島どっく 学校法人瀬戸内学園　広島県瀬戸内高等学校 陸上自衛隊
カゴメ㈱ ㈱外林 サイトサポート・インスティテュート㈱

ＵＣＣ上島珈琲㈱ ㈱カワニシ 医療法人社団レニア会ウイメンズ・クリニック大泉学園

㈱文理 大信産業㈱ ㈱ワンアー ラボラトリーズジャパン

中電プラント㈱ 福留ハム㈱ ㈱Ｍｉｒａｉｅ イーピーエス㈱

アイテック㈱ 勇心酒造㈱ 山九㈱ エフコープ生活協同組合

太平電業㈱ 中国木材㈱(2) ㈱ネクステージ 飛騨農業協同組合

フジクリーン工業㈱ 凸版印刷㈱ アズワン㈱ ㈱ＶＳＮ

三建設備工業㈱ 旭化成㈱ テンフィールズファクトリー㈱ ㈱三井開発(2)

ダン環境設備㈱ アスカカンパニー㈱ ㈱なかやま牧場 兵庫県（中学校教諭・理科）

宮島醤油㈱ マツダ㈱ ㈱ハローズ 広島県(総合土木)

㈱あじかん ㈱ＨＩＶＥＣ 広島トヨタ自動車㈱ 廿日市市（事務）

高田香料㈱ ㈱ＴＯＫＡＩ ㈱ジャパネットたかた 下関市（食品衛生監視員）

㈱やまひろ(2) ㈱ ハーバー・ソフトウェア ㈱ウエスコ

㈱ふくや 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス㈱ 日鉄住金テクノロジー㈱

 ㈱ L’aube 日本データリンク㈱ 宍粟市立山崎東中学校

(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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