
令和2年.5.1現在

朝日エティック㈱ 広島電鉄㈱（2） 広島市農業協同組合 国立大学法人鳥取大学（職員）

安本建設㈱ 日本郵便㈱ 日本政策金融公庫 ㈱ECC

キッコーマンソイフーズ㈱ ㈱福屋 ㈱山口フィナンシャルグループ ㈱ロイヤルコーポレーション
㈱八天堂（2） 西本Wismettacグループ 東京海上日動火災保険㈱ 全国健康保険協会
㈱中本本店 三菱電機住環境システムズ㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 一般社団法人広島市医師会臨床検査センター

㈱エフピコ ㈱ピソコモド ㈱ゴジョウ 社会福祉法人尾道さつき会
㈱ヒロテック 阪和興業㈱ タイムズモビリティ㈱ 嚴島神社

㈱中電工（2） トヨタ部品広島共販㈱ ㈱HRデザイン 中国ターミナルサービス㈱（2）

㈱広島ホームテレビ ㈱アンデルセン ㈱東横イン（2） ㈱シーズ

三原テレビ放送㈱ ㈱大進本店 ㈱広島エアポートホテル ㈱ネオキャリア

㈱日立インフォメーションエンジニアリング ㈱コーセー ㈱JTB UTグループ㈱

㈱インターネットイニシアティブ ㈱キャン ㈱近畿日本ツーリスト中国四国 ㈱マーキュリー

㈱ディ・アイ・システム フォーシーズ㈱ 日本基準寝具㈱ ㈱エイジェック

㈱パワーハウス KOYO証券㈱ 広島県（高校教諭・国語）（2） 広島県（行政事務）（2）

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱ 広島県中小企業共済協同組合 広島市（中学校教諭・英語） 広島市（行政事務）（6）
マツダロジスティクス㈱ 広島県信用農業協同組合連合会 広島国際学院高等学校（高校教諭・英語） 大竹市（行政事務）

ミサワホーム中国㈱ ジェットスター・ジャパン㈱ ㈱スポーツプロジェクト 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院

オタフクソース㈱ ティーエスアルフレッサ㈱ 広島県（学校栄養職員） 社会福祉法人東城有栖会

アヲハタ㈱ ㈱エバルス 独立行政法人国立病院機構中国四国グループ（2） 関東めっき健康保険組合

㈱やまひろ ㈱イノメディックス 社会福祉法人済生会広島病院 広島県（衛生一般）

澁谷食品㈱ ㈱ププレひまわり（4） 医療法人社団樹章会　本永病院 宮崎市（栄養士）

㈱JEAN-PAUL HEVIN JAPON ㈱ドラッグしみず 医療法人社団増原会東城病院

ミリアグループ㈱ 一般財団法人食品環境検査協会 社会医療法人里仁会興生総合病院

丸二㈱ ㈱こうさか 社会医療法人石川記念会 hito病院

㈱中電工（2） キヤノンマーケティングジャパン㈱ ㈱広島銀行（4） ㈱レベルファイブ

中電プラント㈱ キャノンシステムアンドサポート㈱ 広島信用金庫 ロイヤルホールディングス㈱

大和ハウス工業㈱ ㈱NTTデータ中国 呉信用金庫 ㈱近畿日本ツーリスト中国四国

万田醗酵㈱ ㈱NTTフィールドテクノ 広島市信用組合 ㈱中外サービス

カバヤ食品㈱ ㈱経営管理センター 広島県農業信用基金協会 学校法人鶴学園（職員）

㈱日本製鋼所 ドコモ・テクノロジ㈱ 全国共済農業協同組合連合会広島県本部 ㈱総合オリコミ社　

㈱サタケ 岡山交通㈱ 東京海上日動火災保険㈱（2） 広島県（行政事務）

デルタ工業㈱ ハーコブ㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 広島市（行政事務）

㈱ユーシン 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ 三井住友海上火災保険㈱ 福山市（行政事務）

トーヨーエイテック㈱ 小西医療機器㈱ 日本生命保険相互会社 呉市（行政事務）

河淳㈱ ㈱イズミ 第一生命保険㈱

広島ガス㈱（2） ㈱エディオン 住友生命保険相互会社

㈱システムコンサルタント ㈱ローソン 広島県民共済生活協同組合（2）

㈱GO RIDE ㈱ポプラ 広島県中小企業共済協同組合

ＦｕｔｕｒｅＲａｙｓ ㈱ ㈱中国銀行 ㈱スパイスボックス

㈱中電工 ＮＥＣソリューションイノベータ㈱（2） SCSK㈱ ㈱MBM

㈱協和エクシオ NECプラットフォームズ㈱ ㈱アイ・エル・シー ㈱ワオ・コーポレーション

㈱ソルコム ㈱日立ソリューションズ西日本 ㈱エスエイピー ヒューマングローバルタレント㈱

㈱エネルギア・コミュニケーションズ（2） ㈱日立フーズ＆ロジスティクスシステムズ ㈱ハート・インターナショナル 広島県（行政事務）

西日本電信電話㈱ 三菱電機コントロールソフトウェア㈱ リコージャパン㈱ 広島市（行政事務）

㈱オービック ㈱経営管理センター 三井住友海上火災保険㈱ 呉市（行政事務）

㈱NTTデータ中国 ワールドビジネスセンター㈱ ひまわり農業協同組合

㈱中国新聞システム開発 ㈱システナ ㈱福屋ホールディングス

中央コンピューター㈱ ㈱テクノプロ　テクノプロ・IT社（2） ㈱エイブル

ベルグアース㈱（2） ㈱再春館製薬所（2） 森永乳業販売㈱ 医療法人絹谷産婦人科
㈱フジケン土木 アオイ化学工業㈱ オー・ジー㈱ 日本赤十字社　熊本赤十字病院
兼八産業㈱ 太陽石油㈱ ㈱シンクロファーマネット１４ ㈱インテージヘルスケア
アピ㈱ ラッキーコーヒーマシン㈱ ㈱グッデイ 医療法人蔵本ウイメンズクリニック

㈱むすんでひらいて ㈱フジマックネオ ㈱エブリイ シミック㈱
三島食品㈱ ミヨシ電子㈱ ㈱ローソン 神奈川レディースクリニック
日本食品㈱ マイクロンメモリ ジャパン(同) ㈱山田養蜂場 ㈱メディサイエンスプラニング
サンポー食品㈱ 日本農薬㈱ ㈱コスモス薬品 広島市農業協同組合
味日本㈱ ㈱ベステード ㈱ザグザグ ㈱テクノプロ
㈱アンデルセン ㈱ＩＳＴソフトウェア ㈱ゆうちょ銀行 ㈱ビーネックステクノロジーズ
リボン食品㈱ 日本コムシス㈱ 伊予銀行 ＷＤＢ㈱　エウレカ社
アヲハタ㈱ 住友電工情報システム㈱ 鹿児島信用金庫 ㈱三井開発
備後漬物㈱ アソート㈱ ㈱EP綜合 広島県（中学校教諭・理科）
池田糖化工業㈱ オリンパスシステムズ㈱ アサヒ・ドリーム・クリエイト㈱ 島根県（高校教諭・理科）
㈱マスダック ㈱マイナビ 日本マーツ㈱ 広島県（農業）
堂本食品㈱（2） 西日本旅客鉄道㈱ (一財)食品環境検査協会 山口県(畜産)
㈱サンデリカ ㈱ホームロジスティクス ㈱ZUND 伊勢市（事務）
UCC上島珈琲㈱ 日本郵便㈱ ロイヤルホールディングス㈱ 龍郷町（一般事務）
黒龍酒造㈱ 岩田産業㈱ ㈱サニクリーン中国
日本コルマー㈱ アシードホールディングス㈱ シミックヘルスケア・インスティテュート㈱

久光製薬㈱ ㈱西原商会（2） よしだレディースクリニック

ヒロセホールディングス㈱ 太陽石油㈱ ㈱万惣 豊橋市立南部中学校

日鉄環境㈱ 不二サッシ㈱ マックスバリュ西日本㈱ 佐伯中央農業協同組合
 パナソニック環境エンジニアリング㈱ 三浦工業㈱ ㈱コスモス薬品 ㈱ビーネックステクノロジーズ

ダイキンエアテクノ㈱ ㈱フジマックネオ ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 パーソルテンプスタッフ㈱

岳南建設㈱ ㈱ダイドー電子 広島市信用組合 ㈱アソウ・アルファ

㈱神戸屋 気高電機㈱ ㈱エイブル 日本メンテナンスエンジニアリング㈱

㈱あじかん ㈱京都科学 三井住友ファイナンス＆リース㈱ ㈱不二ビルサービス

アヲハタ㈱ フジ地中情報㈱ ㈱エスパシオコンサルタント JFE西日本ジーエス㈱

旭酒造㈱ 西日本旅客鉄道㈱ ㈱エヌ・イーサポート（2） 尾道市（上級事務）

朝日ウッドテック㈱ アシックス商事㈱ 中外テクノス㈱ 三木市（事務）

日本製紙㈱ トウショク㈱ 広島市立広島みらい創生高等学校

スタープラスチック工業㈱ ㈱豊通マシナリー 今治市立大西小学校

 エスケー化研㈱ 和光㈱ 淡路市立東浦中学校

(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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