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企業名 事業内容 学科名・専攻名
マツダ株式会社 ⾃動⾞・同附属品製造業 ロボティクス学科

化学⽣命⼯学科
電⼦情報⼯学科
機械⼯学科
電⼦情報⼯学科
機械⼯学科
情報学科

株式会社ジェイ・エム・エス 医療⽤機械器具・医療⽤品製造業 ロボティクス学科
システム⼯学専攻
化学⽣命⼯学科
電⼦情報⼯学科
化学⽣命⼯学科
機械⼯学科
電⼦情報⼯学科

株式会社やまみ その他の⾷料品製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社研創 他に分類されない製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 固定電気通信業 情報学科

機械⼯学科
情報学科
ロボティクス学科
情報学科

株式会社古川製作所 その他の機械・同部分品製造業 機械⼯学科
早川ゴム株式会社 ゴムベルト・ゴムホース・⼯業⽤ゴム製品製造業 化学⽣命⼯学科
マツダロジスティクス株式会社 特定貨物⾃動⾞運送業 情報学科
株式会社マツダＥ＆Ｔ デザイン・機械設計業 機械⼯学科
マツダエース株式会社 他に分類されない事業サービス業 電⼦情報⼯学科
株式会社福屋 百貨店，総合スーパー 化学⽣命⼯学科
株式会社ダイクレ 建設⽤・建築⽤⾦属製品製造業（製⽸板⾦業を含む) 機械⼯学科
広島アルミニウム⼯業株式会社 ⾃動⾞・同附属品製造業 情報学科
ＮＳウエスト株式会社 ⾃動⾞・同附属品製造業 情報学科

ロボティクス学科
化学⽣命⼯学科
機械⼯学科

株式会社キーレックス ⾃動⾞・同附属品製造業 電⼦情報⼯学科
株式会社⽇⽴インフォメーションエンジニアリング ソフトウェア業 情報学科
株式会社中国⽇⽴ 電気機械器具卸売業 情報学科
株式会社ヒロテック ⾦属素形材製品製造業 ロボティクス学科
極東興和株式会社 ⼟⽊⼯事業（舗装⼯事業を除く） 建築学科
ツネイシホールディングス株式会社 その他の貸⾦業，投資業等⾮預⾦信⽤機関 情報学科
株式会社サンエス 電⼦部品・デバイス製造業 電⼦情報⼯学科
⽇鉄⽇新⼯機株式会社 (空⽩) 機械⼯学科
デルタ⼯業株式会社 ⾃動⾞・同附属品製造業 機械⼯学科

ロボティクス学科
機械⼯学科

正⽥建設株式会社 建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除く) 建築学科
株式会社アイ・エル・シー ソフトウェア業 情報学科
株式会社ハイエレコン ソフトウェア業 電⼦情報⼯学科
アオイ化学⼯業株式会社 舗装材料製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社メディアテック⼀⼼ 電気通信・信号装置⼯事業 ロボティクス学科
テラル株式会社 ⼀般産業⽤機械・装置製造業 機械⼯学科
株式会社レニアス その他のプラスチック製品製造業 機械⼯学科
株式会社村⽥相互設計 ⼟⽊建築サービス業 システム⼯学専攻
株式会社アサヒテクノリサーチ 他に分類されない事業サービス業 化学⽣命⼯学科
株式会社村⽥相互設計 ⼟⽊建築サービス業 建築学科
朝⽇アルミニウム株式会社 ⾮鉄⾦属素形材製造業 機械⼯学科

株式会社中電⼯ 電気⼯事業

電気通信・信号装置⼯事業

株式会社サタケ 特殊産業⽤機械製造業

株式会社オンド ⾦属素形材製品製造業

中国電⼒株式会社 電気業

株式会社エフピコ その他のプラスチック製品製造業

トーヨーエイテック株式会社 ⾦属加⼯機械製造業

株式会社ソルコム

株式会社北川鉄⼯所 鉄素形材製造業

⾃動⾞・同附属品 製造業ダイキョーニシカワ株式会社

広島県
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企業名 事業内容 学科名・専攻名
三和鉄構建設株式会社 建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除く) 建築学科
中外テクノス株式会社 他に分類されない事業サービス業 システム⼯学専攻
株式会社あい設計 ⼟⽊建築サービス業 建築学科
株式会社エースシステムズ ソフトウェア業 ロボティクス学科
株式会社ウィズソル 他に分類されない事業サービス業 化学⽣命⼯学科
広機⼯株式会社 航空機・同附属品製造業 機械⼯学科
株式会社ドコモＣＳ中国 電気通信に附帯するサービス業 情報学科
⽇鋼設計株式会社 デザイン・機械設計業 機械⼯学科
株式会社ネクストビジョン ソフトウェア業 電⼦情報⼯学科
渡辺化学⼯業株式会社 化学製品卸売業 システム⼯学専攻
株式会社ダイコーテクノ デザイン・機械設計業 ロボティクス学科
株式会社豊国エンジニアリング 建設⽤・建築⽤⾦属製品製造業 ロボティクス学科

化学⽣命⼯学科
機械⼯学科

株式会社⼀条⼯務店広島 ⽊造建築⼯事業 建築学科
株式会社マイティネット 情報処理・提供サービス業 電⼦情報⼯学科
(株)酒商⼭⽥ 酒⼩売業 化学⽣命⼯学科
株式会社ケーイーシー ソフトウェア業 化学⽣命⼯学科
株式会社ネクストホーム ⼀般⼟⽊建築⼯事業 化学⽣命⼯学科
株式会社⼋天堂 パン・菓⼦製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社TODA ⾃動⾞・同附属品製造業 機械⼯学科
⽇本アイビーエム中国ソリューション株式会社 ソフトウェア業 情報学科
しまなみ信⽤⾦庫 中⼩企業等⾦融業 情報学科
広島県教育委員会 教育 化学⽣命⼯学科
中国四国管区警察局 国家公務 電⼦情報⼯学科

埼⽟県 クラリオン株式会社 通信機械器具・同関連機械器具製造業 システム⼯学専攻
株式会社ＮＴＴドコモ 固定電気通信業 ロボティクス学科
富⼠通株式会社 電⼦計算機・同附属装置製造業 情報学科

機械⼯学科
情報学科

東⽇本旅客鉄道株式会社 鉄道業 機械⼯学科
⼤⽇本印刷株式会社 印刷業 システム⼯学専攻
株式会社ＩＨＩ　相⽣事業所 航空機・同附属品製造業 ロボティクス学科
株式会社クラレ 有機化学⼯業製品製造業 システム⼯学専攻
花王株式会社 油脂加⼯製品/⽯けん/合成洗剤/界⾯活性剤/塗料製造 化学⽣命⼯学科

機械⼯学科
建築学科

株式会社荏原製作所 ⼀般産業⽤機械・装置製造業 情報学科
古河電気⼯業株式会社 電線・ケーブル製造業 機械⼯学科
セコム株式会社 他に分類されない事業サービス業 システム⼯学専攻
⼤王製紙株式会社 紙製造業 ロボティクス学科
スタンレー電気株式会社 電球・電気照明器具製造業 システム⼯学専攻
五洋建設株式会社 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社熊⾕組 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科

機械⼯学科
情報学科

ＫＹＢ株式会社 ⼀般産業⽤機械・装置製造業 電⼦情報⼯学科
⻄松建設株式会社 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社⽇本製鋼所 特殊産業⽤機械製造業 機械⼯学科
東亜建設⼯業株式会社 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社安藤・間 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
ユニ・チャーム株式会社 医薬品・化粧品等卸売業 機械⼯学科
株式会社ＮＩＰＰＯ 舗装⼯事業 建築学科

システム⼯学専攻
ロボティクス学科

⼭九株式会社

三菱⾃動⾞⼯業株式会社 ⾃動⾞・同附属品 製造業

株式会社すぎはら その他の繊維⼯業

⿅島建設株式会社

広島県

広島県

東京都

⼀般⼟⽊建築⼯事業

⼀般貨物⾃動⾞運送業

株式会社ミスミグループ本社 その他の貸⾦業，投資業等⾮預⾦信⽤機関
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企業名 事業内容 学科名・専攻名
ネットワンシステムズ株式会社 電気機械器具卸売業 電⼦情報⼯学科
三井住友建設株式会社 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
⼭崎製パン株式会社 パン・菓⼦製造業 化学⽣命⼯学科
ナブテスコ株式会社 ⾃動⾞・同附属品製造業 機械⼯学科
テクノプロ・ホールディングス株式会社 その他の貸⾦業，投資業等⾮預⾦信⽤機関 ロボティクス学科

機械⼯学科
建築学科

株式会社ＤＴＳ ソフトウェア業 情報学科
⽇⽐⾕総合設備株式会社 管⼯事業（さく井⼯事業を除く） 建築学科
⽇本システムウエア株式会社 ソフトウェア業 電⼦情報⼯学科
株式会社イチケン ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社スペース 床・内装⼯事業 建築学科

システム⼯学専攻
化学⽣命⼯学科

ソフトウェア業 システム⼯学専攻
ソフトウェア業 情報学科

株式会社オオバ ⼟⽊建築サービス業 建築学科
デンヨー株式会社 発電⽤・送電⽤・配電⽤・産業⽤電気機械器具製造業 機械⼯学科
⼋洲電機株式会社 電気機械器具卸売業 電⼦情報⼯学科
ヒビノ株式会社 その他の物品賃貸業 情報学科
⽇本郵便株式会社 他に分類されない⽣活関連サービス業 化学⽣命⼯学科
ＪＦＥスチール株式会社 製鉄業 機械⼯学科
メットライフ⽣命保険株式会社 ⽣命保険業 ロボティクス学科
マイクロンメモリジャパン合同会社 電気機械器具卸売業 電⼦情報⼯学科
株式会社フジタ ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科

情報学科
電⼦情報⼯学科

ＮＥＣフィールディング株式会社 ソフトウェア業 情報学科
⽇鉄テックスエンジ株式会社 その他の設備⼯事業 ロボティクス学科
株式会社⽇⽴ビルシステム 電気機械器具修理業 ロボティクス学科
東洋鋼鈑株式会社 表⾯処理鋼材製造業 機械⼯学科
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 電気機械器具修理業 ロボティクス学科
⼤成ユーレック株式会社 建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除く) 建築学科
サンワコムシスエンジニアリング株式会社 電気通信・信号装置⼯事業 電⼦情報⼯学科
新菱冷熱⼯業株式会社 管⼯事業（さく井⼯事業を除く） 建築学科
株式会社リクルートスタッフィング 他に分類されない事業サービス業 化学⽣命⼯学科
株式会社増岡組 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社夢テクノロジー 他に分類されない事業サービス業 情報学科
三菱マテリアルテクノ株式会社 その他の設備⼯事業 電⼦情報⼯学科

ロボティクス学科
電⼦情報⼯学科

アイコムシステック株式会社 ソフトウェア業 ロボティクス学科
株式会社ＪＩＥＣ ソフトウェア業 ロボティクス学科
⼤成設備株式会社 管⼯事業（さく井⼯事業を除く） 建築学科
三菱電機システムサービス株式会社 電気機械器具修理業 ロボティクス学科
六興電気株式会社 電気⼯事業 建築学科
ＵＴエイム株式会社 他に分類されない事業サービス業 電⼦情報⼯学科

ロボティクス学科
情報学科

東京コンピュータサービス株式会社 電気機械器具卸売業 電⼦情報⼯学科
ＮＳＳＬＣサービス株式会社 ソフトウェア業 情報学科
ウシオライティング株式会社 電球・電気照明器具製造業 ロボティクス学科
パーソナル情報システム(株) ソフトウェア業 ロボティクス学科
SCSKニアショアシステムズ株式会社 ソフトウェア業 情報学科
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 ソフトウェア業 情報学科

デザイン・機械設計業

電気機械器具卸売業

株式会社ジャステック

株式会社⼤氣社

電気通信・信号装置⼯事業⽇本コムシス株式会社

三菱電機エンジニアリング株式会社

株式会社ＩＳＩＤインターテクノロジー ソフトウェア業

東京都

東京都

管⼯事業（さく井⼯事業を除く）

協栄産業株式会社
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企業名 事業内容 学科名・専攻名
株式会社あとらす⼆⼗⼀ ソフトウェア業 情報学科
株式会社⽇本デジタル研究所 電⼦計算機・同附属装置製造業 電⼦情報⼯学科
シグマトロン株式会社 ソフトウェア業 ロボティクス学科
富⼠インフォックス・ネット株式会社 ソフトウェア業 情報学科
ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社 機械等修理業(別掲を除く) 機械⼯学科
株式会社セブンティエイトアイティ ソフトウェア業 情報学科
旭シンクロテック株式会社 設備⼯事業 情報学科
東京消防庁 地⽅公務 情報学科
富⼠ソフト株式会社 ソフトウェア業 電⼦情報⼯学科
株式会社アルファシステムズ ソフトウェア業 電⼦情報⼯学科
レイズネクスト株式会社 その他の設備⼯事業 化学⽣命⼯学科
株式会社総合⾞両製作所 鉄道⾞両・同部分品製造業 ロボティクス学科
パナソニックＩＴＳ株式会社 ソフトウェア業 ロボティクス学科
コムシス株式会社 ソフトウェア業 システム⼯学専攻

機械⼯学科
電⼦情報⼯学科

富⼭県 テイカ製薬株式会社 医薬品製造業 化学⽣命⼯学科
⽯川県 ⼩松電⼦株式会社 電⼦部品・デバイス製造業 機械⼯学科

株式会社福井銀⾏ 銀⾏（中央銀⾏を除く） 電⼦情報⼯学科
株式会社サンルックス 眼鏡製造業（枠を含む） 化学⽣命⼯学科

⻑野県 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン ソフトウェア業 情報学科
ユニオンテック株式会社 管⼯事業（さく井⼯事業を除く） 建築学科
株式会社テクノア ソフトウェア業 情報学科
スズキ株式会社 ⾃動⾞・同附属品製造業 ロボティクス学科
⽶久株式会社 畜産⾷料品製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社⼀条⼯務店 ⽊造建築⼯事業 建築学科
株式会社ジェイテクト その他の機械・同部分品製造業 システム⼯学専攻
株式会社東海理化電機製作所 ⾃動⾞・同附属品製造業 電⼦情報⼯学科
株式会社今仙電機製作所 ⾃動⾞・同附属品製造業 電⼦情報⼯学科
朝⽇インテック株式会社 医療⽤機械器具・医療⽤品製造業 システム⼯学専攻
株式会社アドヴィックス ⾃動⾞・同附属品製造業 ロボティクス学科
⽟野総合コンサルタント株式会社 ⼟⽊建築サービス業 建築学科
株式会社第⼀コンピュータリソース ソフトウェア業 電⼦情報⼯学科
トーテックアメニティ株式会社 他に分類されない事業サービス業 情報学科
デンソーテクノ株式会社 ソフトウェア業 ロボティクス学科
ｈoｎu加藤珈琲店株式会社 飲⾷料品⼩売業 化学⽣命⼯学科
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社 電⼦計算機・同附属装置製造業 情報学科
株式会社フジキカイ その他の機械・同部分品製造業 ロボティクス学科

ロボティクス学科
電⼦情報⼯学科

⽇進乳業株式会社 畜産⾷料品製造業 化学⽣命⼯学科
理科研株式会社 化学製品卸売業 化学⽣命⼯学科
株式会社シークス デザイン・機械設計業 情報学科
⽵⽥設計⼯業株式会社 デザイン・機械設計業 電⼦情報⼯学科
株式会社ナスカ デザイン・機械設計業 ロボティクス学科
早川都市計画株式会社 ⼟⽊建築サービス業 建築学科

三重県 住友電装株式会社 発電⽤・送電⽤・配電⽤・産業⽤電気機械器具製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社平和堂 百貨店，総合スーパー 化学⽣命⼯学科
株式会社ゴーシューホールディングス その他の貸⾦業，投資業等⾮預⾦信⽤機関 電⼦情報⼯学科
古河ＡＳ株式会社 電線・ケーブル製造業 情報学科
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス その他の貸⾦業，投資業等⾮預⾦信⽤機関 機械⼯学科
株式会社エスユーエス 他に分類されない事業サービス業 ロボティクス学科
京セラコミュニケーションシステム株式会社 情報処理・提供サービス業 情報学科
⽇本電産シンポ株式会社 ⼀般産業⽤機械・装置製造業 ロボティクス学科
エムケイ株式会社 ⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送業 機械⼯学科

岐⾩県

静岡県

東京都

東京都

京都府

滋賀県

愛知県

神奈川県

福井県

ディーピーティー株式会社 他に分類されない事業サービス業

電気機械器具修理業海洋電⼦⼯業株式会社
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企業名 事業内容 学科名・専攻名
京都電機器株式会社 発電⽤・送電⽤・配電⽤・産業⽤電気機械器具製造業 ロボティクス学科
株式会社創味⾷品 調味料製造業 化学⽣命⼯学科
関⻄電⼒株式会社 電気業 電⼦情報⼯学科
⼤和ハウス⼯業株式会社 建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除く) 建築学科
⻄⽇本旅客鉄道株式会社 鉄道業 機械⼯学科
NTN株式会社 (空⽩) 機械⼯学科

建築学科
電⼦情報⼯学科

倉敷紡績株式会社 紡績業 電⼦情報⼯学科
株式会社奥村組 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社マンダム 化粧品・⻭磨・その他の化粧⽤調整品製造業 機械⼯学科
扶桑薬品⼯業株式会社 医薬品製造業 化学⽣命⼯学科
シャープ株式会社 ⺠⽣⽤電気機械器具製造業 電⼦情報⼯学科
株式会社アルトナー 他に分類されない事業サービス業 ロボティクス学科
株式会社オプテージ 固定電気通信業 電⼦情報⼯学科

システム⼯学専攻
ロボティクス学科
機械⼯学科

京セラドキュメントソリューションズ株式会社 事務⽤・サービス⽤・⺠⽣⽤機械器具製造業 情報学科
株式会社鴻池組 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
⾼松建設株式会社 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
パナソニックライティングシステムズ株式会社 電球・電気照明器具製造業 ロボティクス学科
栗原⼯業株式会社 電気⼯事業 電⼦情報⼯学科
スターライト⼯業株式会社 ⼯業⽤プラスチック製品製造業 機械⼯学科
住友電⼯情報システム株式会社 ソフトウェア業 システム⼯学専攻
Ｓｋｙ株式会社 ソフトウェア業 情報学科
セキスイハイム近畿株式会社 建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除く) 建築学科
⽇本コルマー株式会社 化粧品・⻭磨・その他の化粧⽤調整品製造業 化学⽣命⼯学科
東⻄化学産業株式会社 化学製品卸売業 化学⽣命⼯学科
株式会社ＮＴＴファシリティーズ関⻄ 建物サービス業 建築学科
ユニバーサルコンピューター株式会社 ソフトウェア業 情報学科
株式会社フジキン その他の機械・同部分品製造業 システム⼯学専攻
パーソルパナソニックＨＲパートナーズ株式会社 他に分類されない事業サービス業 ロボティクス学科
マリンフード株式会社 畜産⾷料品製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社東研サーモテック ⾦属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く） 機械⼯学科
川村義肢株式会社 医療⽤機械器具・医療⽤品製造業 ロボティクス学科
⽇鉄関⻄マシニング 製鉄業 機械⼯学科
トップライズ株式会社 床・内装⼯事業 建築学科
守⽥化学⼯業株式会社 調味料製造業 システム⼯学専攻
株式会社ナリコマホールディングス その他の貸⾦業，投資業等⾮預⾦信⽤機関 化学⽣命⼯学科
アプライアンス＆デジタルソリューション株式会社 ソフトウェア業 電⼦情報⼯学科
株式会社クォーク 化粧品・⻭磨・その他の化粧⽤調整品製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社⽇本サンガリアベバレッジカンパニー 清涼飲料製造業 システム⼯学専攻
株式会社　⽇本ピュアシステム ソフトウェア業 情報学科
株式会社ノーリツ 暖房装置・配管⼯事⽤附属品製造業 機械⼯学科
新明和⼯業株式会社 ⾃動⾞・同附属品製造業 機械⼯学科
グローリー株式会社 事務⽤・サービス⽤・⺠⽣⽤機械器具製造業 電⼦情報⼯学科
バンドー化学株式会社 ゴムベルト・ゴムホース・⼯業⽤ゴム製品製造業 システム⼯学専攻
⽇⼯株式会社 建設機械・鉱⼭機械製造業 機械⼯学科
三ツ星ベルト株式会社 ゴムベルト・ゴムホース・⼯業⽤ゴム製品製造業 機械⼯学科

システム⼯学専攻
機械⼯学科

株式会社ソネック ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社三機サービス 電気機械器具修理業 電⼦情報⼯学科
三菱重⼯機械システム株式会社 発電⽤・送電⽤・配電⽤・産業⽤電気機械器具製造業 機械⼯学科

ダイハツ⼯業株式会社 ⾃動⾞・同附属品 製造業

東洋機械⾦属株式会社 特殊産業⽤機械 製造業

株式会社きんでん 電気⼯事業

京都府

⼤阪府

⼤阪府

兵庫県
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企業名 事業内容 学科名・専攻名
三菱電機コントロールソフトウエア株式会社 ソフトウェア業 情報学科
藤井電⼯株式会社 他に分類されない製造業 機械⼯学科
株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス その他の設備⼯事業 機械⼯学科
ＭＨＩソリューションテクノロジーズ株式会社 デザイン・機械設計業 システム⼯学専攻
福伸電機株式会社 発電⽤・送電⽤・配電⽤・産業⽤電気機械器具製造業 電⼦情報⼯学科
御国⾊素株式会社 (空⽩) 化学⽣命⼯学科
株式会社デービー精⼯ 発電⽤・送電⽤・配電⽤・産業⽤電気機械器具製造業 電⼦情報⼯学科

機械⼯学科
電⼦情報⼯学科

⼤阪富⼠⼯業株式会社 電気機械器具修理業 ロボティクス学科
株式会社ハマダ その他の設備⼯事業 ロボティクス学科
川重ファシリテック株式会社 その他の設備⼯事業 機械⼯学科
株式会社神崎⾼級⼯機製作所 農業⽤機械製造業（農業⽤器具を除く） システム⼯学専攻
株式会社⼩野設計 ⼟⽊建築サービス業 建築学科
⽵⽥タイヤ その他の⼩売業 情報学科
伊丹市役所 地⽅公務 建築学科
たつの市役所 地⽅公務 化学⽣命⼯学科

奈良県 株式会社ヒラノテクシード ⼀般産業⽤機械・装置製造業 ロボティクス学科
和歌⼭ 株式会社紀陽銀⾏ 銀⾏（中央銀⾏を除く） 化学⽣命⼯学科

島根電⼯株式会社 電気⼯事業 情報学科
ヤンマーキャステクノ株式会社 船舶製造・修理業，舶⽤機関製造業 ロボティクス学科
株式会社滝澤鉄⼯所 ⾦属加⼯機械製造業 機械⼯学科
株式会社カワニシ その他の機械器具卸売業 情報学科
カバヤ⾷品株式会社 パン・菓⼦製造業 化学⽣命⼯学科
甲神電機株式会社 電⼦部品・デバイス製造業 機械⼯学科
株式会社英⽥エンジニアリング ⼀般産業⽤機械・装置製造業 ロボティクス学科
株式会社リゾーム ソフトウェア業 情報学科
東海電機株式会社 電気⼯事業 電⼦情報⼯学科
株式会社⼩野製作所 ボルト・ナット・リベット・⼩ねじ・⽊ねじ等製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社　おかやま⼯房 パン・菓⼦製造業 情報学科
株式会社夢番地 その他の事業サービス業 化学⽣命⼯学科
池上⾃動⾞整備⼯場 航空機・同附属品製造業 情報学科
宇部マテリアルズ株式会社 その他の窯業・⼟⽯製品製造業 ロボティクス学科
⻑州産業株式会社 その他の電気機械器具製造業 システム⼯学専攻
テルモ⼭⼝株式会社 医療⽤機械器具・医療⽤品製造業 化学⽣命⼯学科
株式会社徳島銀⾏ 銀⾏（中央銀⾏を除く） 化学⽣命⼯学科
株式会社エス・ビー・シー 建設業 化学⽣命⼯学科

機械⼯学科
電⼦情報⼯学科

アオイ電⼦株式会社 電⼦部品・デバイス製造業 電⼦情報⼯学科
株式会社ＳＴＮｅｔ 固定電気通信業 ロボティクス学科
ユニ・チャームプロダクツ株式会社 パルプ・紙・紙加⼯品製造業 機械⼯学科

ロボティクス学科
機械⼯学科
電⼦情報⼯学科

株式会社マキタ 船舶製造・修理業，舶⽤機関製造業 ロボティクス学科
四国ガス株式会社 ガス業 化学⽣命⼯学科
株式会社ヒカリ 特殊産業⽤機械製造業 ロボティクス学科
株式会社⼀宮⼯務店 ⼀般⼟⽊建築⼯事業 建築学科
株式会社⽥窪⼯業所 建設⽤・建築⽤⾦属製品製造業（製⽸板⾦業を含む) 電⼦情報⼯学科

機械⼯学科
情報学科

⾼知県 セキスイハイム東四国株式会社 建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除く) 建築学科
機械⼯学科
情報学科株式会社九電⼯ 電気⼯事業

ダイオーエンジニアリング株式会社 電気機械器具修理業

株式会社四電⼯ 電気⼯事業

株式会社広築 その他の設備⼯事業

四電エンジニアリング株式会社 その他の設備⼯事業

島根県

岡⼭県

⼭⼝県

徳島県

⾹川県

愛媛県

兵庫県

兵庫県

福岡県
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電⼦情報⼯学科
ロボティクス学科
電⼦情報⼯学科

株式会社YE　DIGITAL ソフトウェア業 情報学科
株式会社ワールドインテックテクノ ソフトウェア業 情報学科

熊本県 熊本酸素株式会社 鉱物・⾦属材料卸売業 情報学科
⼤分県 ヤクルトヘルスフーズ株式会社 ⾷料・飲料卸売業 化学⽣命⼯学科

株式会社九電⼯ 電気⼯事業

株式会社ワールドホールディングス その他の貸⾦業，投資業等⾮預⾦信⽤機関
福岡県

福岡県
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