県⽴広島⼯業⾼等学校

平成30年度 就職内定実績

機械科

マツダ 株式会社 (7名)
株式会社 日本製鋼所 広島製作所 (2名)
コベルコ建機 株式会社 (2名)
山九 株式会社 広島支店 (2名)
二九精密機械工業 株式会社 (2名)
三菱重⼯マシナリーテクノロジー 株式会社 (2名)
オタフクソース 株式会社
株式会社 熊平製作所
株式会社 サンオキ
株式会社 ＪＲ⻄⽇本テクシア
株式会社 島精機製作所
株式会社 シンコ―
株式会社 ディスコ 広島事業所
株式会社 デンソー
株式会社 ⽇⽴プラントサービス

株式会社 広島オートバックス
株式会社 ヒロテック
株式会社 ミツトヨ 広島事業所
株式会社 ユーシン 広島工場
株式会社 ラックランド
カルビー 株式会社 広島⼯場 ⻄棟
コスモ石油 株式会社
ＪＸＴＧエネルギー 株式会社 ⿇⾥布製油所
ＪＦＥスチール 株式会社 ⻄⽇本製鉄所
ジャパンマリンユナイテッド 株式会社 呉事業所
新明和⼯業 株式会社 特装⾞事業部 広島⼯場
新明和工業 株式会社 パーキングシステム事業部
セコム 株式会社
中国電⼒ 株式会社
東プレ株式会社 広島事業所

株式会社 日本製鋼所 広島製作所 (3名)
東芝エレベータ 株式会社 中国支社 (3名)
アイシン・エィ・ダブリュ 株式会社 (2名)
株式会社 九電工 (2名)
株式会社 サンテック 広島支社 (2名)
株式会社 マツダＥ＆Ｔ (2名)
田中電機工業 株式会社 (2名)
中国電⼒ 株式会社 (2名)
広島電鉄 株式会社 (2名)
一般財団法人 中国電気保安協会
⿅島建物総合管理 株式会社
株式会社 池久保電工社
株式会社 関電工
株式会社 熊平製作所
株式会社 サン・テクトロ
株式会社 SUBARU 群馬製作所
株式会社 ソルコム

株式会社 ⽇⽴ハイテクフィールディング
株式会社 ⽇⽴ビルシステム 中国⽀社
株式会社 ヒロテック
株式会社 福屋
株式会社 ⽇⽴製作所 中国⽀社
ＪＦＥスチール 株式会社 ⻄⽇本製鉄所
ＪＦＥプラントエンジ 株式会社 福山事業所
新川電機 株式会社
大明ネットワーク 株式会社
中国電機製造 株式会社
中国電設工業 株式会社
中電プラント 株式会社
中外テクノス 株式会社
帝人 株式会社 三原生産部
テンパール工業 株式会社
東芝三菱電機産業システム 株式会社
⻄川ゴム⼯業 株式会社

⿅島クレス株式会社 ⻄⽇本⽀社 (3名)
株式会社 石﨑本店 (2名)
⻄⽇本⾼速道路ファシリティーズ 株式会社 (2名)
井本建設 株式会社
ウエル・ユーカン 株式会社
エスケー化研 株式会社 広島支店
⿅島道路 株式会社
株式会社 淺沼組
株式会社 アマノ
株式会社 エネ・グリーン 広島支社
株式会社 エム・ワイ・ティ
株式会社 鍛治田工務店
株式会社 河崎組 建設部
株式会社 九電工
株式会社 共⽴

電気科

建築科

株式会社 鴻池組
株式会社 鴻治組 広島支店
株式会社 左官工業 藤原組
株式会社 自然工房 縁
株式会社 スガノ
株式会社 大京穴吹建設
株式会社 棗田建工
株式会社 日興ホーム
株式会社 松村組
共⽴建設 株式会社
キリン木材 株式会社
広成建設 株式会社
鴻池ビルテクノ 株式会社
佐々木工業 株式会社
左官工業 吉満

H30.12.21 現在

独⽴⾏政法⼈ 造幣局広島⽀局
トヨタ⾃動⾞ 株式会社
鳥越製粉 株式会社 広島工場
⻄川ゴム⼯業 株式会社
⻄⽇本旅客鉄道 株式会社
日通商事 株式会社 広島支店
広島アルミニウム工業 株式会社
広島電鉄 株式会社
双葉⼯業 株式会社
マツダエース 株式会社
三島食品 株式会社
三菱ケミカル 株式会社 ⼤⽵事業所
三菱重⼯機械システム 株式会社
三菱マテリアル 株式会社 ⼤阪⽀社

⻄⽇本旅客鉄道 株式会社
日本エレベーター製造株式会社 保全技術部
日本オーチス・エレベータ 株式会社
パナソニック 株式会社
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社 ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 中四国地区
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社 CS社 中四国社
東日本旅客鉄道 株式会社
⽇⽴ｺﾝｼｭｰﾏ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 株式会社 中四国⽀社
広島ガス 株式会社
広島高速交通 株式会社
マツダエース 株式会社
マルハニチロ 株式会社 広島工場
三菱電機 株式会社 中国⽀社
三菱電機 株式会社 姫路製作所
三菱電機ビルテクノサービス 株式会社 中国⽀社

三晃⾦属⼯業 株式会社
住友林業ﾎｰﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社 ⻄⽇本事業部
創建工業 株式会社
太洋ヒロセ 株式会社
中国木材 株式会社
東武エンジニアリング 株式会社
日成ビルド工業 株式会社
浜本工芸 株式会社
広島ヘイワ 株式会社
丸福建材工業 株式会社
有限会社 徳岡工務店
有限会社 ＭａｓＭａｓ
吉田設計 有限会社
ＹＫＫ ＡＰ 株式会社 中国支社
若槻⼯業 株式会社

※ 就職希望者による就職内定率は100%となります。
(HP用：A4両面)
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株式会社 中国⽇⽴ (2名)
広成建設 株式会社 (2名)
大之木建設 株式会社
格正建設 株式会社
株式会社 ガイアート
株式会社 河崎組 建設部
株式会社 熊谷組
株式会社 栗本
株式会社 鴻治組 広島支店
広島アルミニウム工業 株式会社 (2名)
株式会社 アンデルセン
株式会社 宇根鉄工所
株式会社 桐原容器工業所
株式会社 全日警 広島支社
株式会社 ダイセル
株式会社 東洋シート

公務員

東京都職員 土木
岩国地区消防組合 消防吏員
陸上⾃衛隊 ⼀般曹候補⽣ (5名)
海上自衛隊 一般曹候補生 (2名)
陸上⾃衛隊 ⾃衛官候補⽣
航空自衛隊 自衛官候補生

土木科

株式会社 鴻池組
株式会社 サンヨー
株式会社 シーエム・エンジニアリング
株式会社 砂原組
株式会社 ダイクレ
株式会社 日本製鋼所 広島製作所
株式会社 伏光組
株式会社 宮本造園
極東興和 株式会社

化学工学科

株式会社 中村工社
株式会社 ニフコ 広島営業所
株式会社 モルテン
株式会社 やまだ屋
カワダ 株式会社
コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社
中国化薬 株式会社

H30.12.21 現在

中国電⼒ 株式会社
東亜道路⼯業 株式会社
東洋建設 株式会社
日新製鋼 株式会社 呉製鉄所
沼田建設 株式会社
広島ガス 株式会社
広島電鉄 株式会社

東洋乳業 株式会社
鳥越製粉 株式会社 広島工場
日本通運 株式会社 広島支店
三井化学 株式会社 岩国大竹工場
三菱ケミカル 株式会社 ⼤⽵事業所

