
令和3年.3.31現在

e-情報プロモーション㈱ ㈱進研アド 凸版印刷㈱ マツダ㈱

GTS協同組合 ㈱大進創寫館 西川ゴム工業㈱ マツダロジスティクス㈱

JA共済 ㈱錦水館 日本マクドナルド㈱ 松山市（行政事務）
NTTビジネスソリューションズ(2) ㈱ワールドビジネス パナソニックリビング中四国㈱ メガネの田中チェーン㈱
TOHOシネマズ㈱ キャノンマーケティングジャパン㈱ 東広島市（行政事務） 楽天カード㈱

アパグループ 協和キリン㈱ 広川㈱ レキオスソフト㈱
尼崎信用金庫 呉市（行政事務） ㈱広島銀行(2) ㈱ABCash Technologies

今岡工業㈱ 広成建設㈱ 広島県（中学校） ㈱NTTデータMHIシステムズ

カープタクシー コマツカスタマーサポート㈱ 広島県警察 ㈱アドヴァンスト・インフォメイション・デザイン

㈱NTTフィールドテクノ 庄原市（行政事務） 広島県農業信用基金協会 ㈱イーオン

㈱アクトシステムズ セキスイハイム中四国㈱ 広島市(英語・中学校) ㈱ゼウス・エンタープライズ

㈱イズミ(2) 瀬戸内高等学校 広島市（行政事務）(3) ㈱中電工

㈱エディオン 中国新聞社 広島信用金庫(3) ㈱総研ホールディングス

㈱呉電子計算センター 中国電力㈱ ヒロテック㈱ 広島翔洋高等学校

㈱クロスフィールド 中国木材㈱ 広電エアサポート㈱ 倉田ファイリング㈱
㈱サタケ データシステムソリューション㈱ 備後漬物㈱

レディ薬局㈱ 兵庫県（栄養教諭） 広島県（行政職） ㈱やまみ

医療法人桜青会かみきたデンタルクリニック ㈱ププレひまわり 県立広島中学校 積水ハウス不動産中国四国

国分西日本㈱ 東京海上日動パートナーズ㈱ ㈱ロイヤルコーポレーション ㈱タカキベーカリー

㈱レディ薬局 ㈱テンポスフードプレイス 呉市(衛生一般）(2)

都吹㈱ 中村角㈱ 広島市立病院機構

独立行政法人国立病院機構中国四国グループ 医療法人　青松会 ひかり保育園

一般社団法人因島医師会因島医師会病院 アヲハタ㈱ 広島県（衛生一般）

㈱早和果園 ㈱ドラッグしみず 敦賀市立敦賀病院

J&Tプラニング㈱ ㈱ソルコム シャープマーケティングジャパン㈱ 福山市

JA共済連広島 ㈱第一ビルサービス 税理士法人長谷川会計 富士ソフト㈱(2)

アイオ㈱ ㈱日本製鋼所(2) 損害保険ジャパン㈱ マックスバリュー西日本

穴吹興産㈱ ㈱バルコムモータース 鶴岡敦税理士事務所 マツダエース㈱

ウッドワン㈱ ㈱広島銀行(5) 中村角㈱ マツダロジスティクス㈱
エネルギア・ソリューション・アンド・サービス ㈱ファミリーマート 日本アイ・ビー・エム中国ソリューション㈱ 三井不動産リアルティ中国㈱

岡崎市（行政事務） ㈱プローバホールディンディングス 野村證券 ユメックス㈱

㈱Intheory ㈱万惣 広島化成㈱

㈱アウトソーシングテクノロジー ㈱リンクイット/㈱パル(保留） 広島県信用保証協会

㈱エイブル ㈱レプトン 広島県税理士協会
㈱エネルギア・コミュニケーションズ(2) 木下エネルギアHG 広島市(行政事務)(3)
㈱エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 共同エンジニアリング㈱ 広島信用金庫(2)

㈱エネルギアL&Bパートナーズ ザグザグ 広島トヨタ自動車㈱

㈱カチタス 山陽三菱電機販売㈱ 広島バス㈱

㈱合人社計画研究所 島根県（行政事務） 広島労働局

ALSOK㈱ 今治造船 ㈱システム・リサーチ 豊橋信用金庫

G&Uシステムサービス㈱ ㈱NTTデータ中国 ㈱自重堂 日本ビジネスシステムズ㈱

IBM中国ソリューション㈱ ㈱アウトソーシングテクノロジー ㈱ソルコム 浜銀ファイナンス㈱

ＪＦＥシステムズ㈱(2) ㈱アミック ㈱日立インフォメーションエンジニアリング 東広島市（行政事務）

NECソリューションイノベータ㈱ ㈱アルプス技研(2) ㈱日立ソリューションズ㈱ 広島市（行政事務）

NECネッツエスアイ㈱ ㈱エネルギア・コミュニケーションズ(3) 九州日立システムズ㈱ 三井住友海上保険㈱

NECマネジメントパートナー ㈱関電システムズ 神戸税関 山口労働局

アルファシステムズ ㈱呉電子センター スタッフサービス・エンジニアリング リコージャパン㈱

出雲市（行政事務） ㈱コトブキソリューション(2) ダン環境設備㈱

(株)花の海 ルアン(株) (株)セブン－イレブン・ジャパン 庄原農業協同組合
(株)横山工業所 (株)ナプラ (株)なかやま牧場 兵庫みらい農業協同組合
ティー.ティーコーポレーション(株) (株)リニカル 佐竹食品(株) ＷＤＢ(株)　エウレカ社
日本建設工業(株) (株)再春館製薬所 ヤンマーアグリジャパン(株) （２） パーソルテンプスタッフ(株)
フジデリカ・クオリティ(株) 中外製薬工業(株) コネクシオ(株) キャノンシステムアンドサポート(株)

フジパングループ本社(株) （２） 帝國製薬(株) (株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 (株)ワールドインテック
ヤクルトヘルスフーズ(株) 丸石製薬(株) (株)ファーマシィ (株)アクアスマート
一番食品(株) (株)濱田製作所 (株)阿波銀行 愛媛県
(株)デリカフレンズ キオクシア(株) (株)ゆめカード 広島市
(株)ナリコマフード (株)リブドゥコーポレーション フジ・アメニティサービス(株) 富山県教育委員会
(株)むすんでひらいて（２） (株)佐賀電算センター 穴吹興産(株)
(株)やまみ ユニバーサルコンピューター(株) アサヒホールディングス(株)
(株)源吉兆庵 (株)エフイーティーブイ (株)伯和
(株)藤田食品 福山通運(株) （２） 広尾学園中学校・高等学校
宮島醤油(株) 日本郵便(株) シミックヘルスケア・インスティテュート(株)

山崎製パン(株) (株)ヴァーナル 医療法人絹谷産婦人科
大東カカオ(株) トウショク(株) 貝原レディースクリニック
池田糖化工業(株) ダイジェット工業(株) 新日本科学PPD
日本盛(株) 松永種苗(株) 大阪NewARTクリニック
カイハラ(株) 大信産業(株) 呉農業協同組合
(株)ニトリ (株)アペックス 佐伯中央農業協同組合

(株)インプレステック (株)仙台銘板 (株)仁方鉄工所

(株)サンエツ (株)宮崎銀行 (株)５コーポレーション

山陽電機(株) (株)アイレップ (株)リクルート

かどや製油(株) 非破壊検査(株) 盛岡市

四国化成工業(株) 学校法人進徳学園　進徳女子高等学校 広島県教育委員会

(株)ミカサ 社会福祉法人亀天会 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

(株)サタケ たじま農業協同組合

(株)フォービス 有価物回収協同組合石坂グループ

(株)ニチレイ・ロジスティクス中国 Suprieve(株)

米久(株) (株)VSN

双葉電機(株) (株)アスパーク
コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス(株) 日研トータルソーシング(株)

(株)アミーゴ 呉市役所

(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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令和2年度卒業生の主な就職先
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