
平成２６年度卒業生（平成２７年３月卒業）の就職状況 確定

（１）　民間企業　（114）

地区 県 企業名 職種 学科 地区 県 企業名 職種 学科

福島 三菱電機㈱　鎌倉製作所 技能職（電気・電子・検査・試験） 通1 福岡 トヨタ自動車九州㈱ 生産スタッフ 電1

埼玉 ㈱本田技術研究所 二輪・四輪・汎用基礎技術研究 電1 福岡 新日鐵住金㈱　八幡製鐵所 鉄鋼製造設備の運転および保全 電2

埼玉 大星電機㈱ 電気技術士 通1 福岡 ㈱にしけい 空港保安検査員 通1

埼玉 ㈱ティー・エス・イー ｿﾌﾄｳｴｱ開発・ｼｽﾃﾑ開発 情1 福岡 九州電気システム㈱ 電気技術者 通1

埼玉 ウチノ看板㈱ 看板デザイン 産1 福岡 九州旅客鉄道㈱ 鉄道員 情1

神奈川 日本飛行機㈱ 技能職（機械・電子・電気専攻） 電1 長崎 ㈱ヒューマンウェイブ　長崎テクノセンター プログラマー 情1

神奈川 日産自動車㈱ 技能職 電1 熊本 弘栄印刷㈱ デザイン見習 産1

神奈川 ㈱牧野フライス製作所　厚木事業所 機械・電気技能員 電1 大分 パスカル大分㈱　大分工場 生産技術職 電1

神奈川 日本発条㈱ 専任職（技術職掌） 電1 宮崎 バクスター㈱　宮崎工場 製造オペレーター 電1

神奈川 プレス工業㈱ 専訓生（技能職） 電1 宮崎 ㈱ウイント 技術職（モデラー） 電1

神奈川 菱電湘南エレクトロニクス㈱ 技能職 通1 宮崎 旭化成イーマテリアルズ㈱　ハイポア日向工場 製造技術職 電1

神奈川 ㈱東芝　電力システム社　京浜事業所 製缶溶接・機械加工・組立 通1 宮崎 ㈱ケーズ・テクニーク 設備機器等の保守及びメンテナンス 電1

神奈川 ㈱グリーンピース 機械加工（総合技術職） 情1 宮崎 丸栄宮崎㈱ 製造部員 電2

神奈川 ㈱グリーンピース カーモデラー（統合技術職） 情1 宮崎 ソーラーフロンティア㈱　国富工場 製造 電１・情1

東京 日野自動車㈱ 生産技能職 電1 宮崎 宮崎日産自動車㈱ 自動車整備 電1

東京 日野自動車㈱ 開発・生産準備技能職 電1 宮崎 ㈱宮崎ジャムコ 現業職 電1

東京 日都産業㈱ 製造技術者 電1 宮崎 ＳＵＭＣＯ　ＴＥＣＨＸＩＶ㈱　宮崎工場 製造検査職 電1・情1

東京 日本無線㈱ 電気技術総合職 通1 宮崎 ㈱ホンダロック 技術、技能職 電1・通1

東京 日本電気㈱　府中事業場 製造検査職 通1 宮崎 赤江機械工業㈱ 機械製造 電1

東京 天領堂倶楽部 調理 情1 宮崎 宮崎アスモ㈱ 技能作業 電1・情1

東京 ＣＴＣシステムマネジメント㈱ コンピュータシステム運用要員 情1 宮崎 宮崎交通㈱ 整備士 電1

東京 ＮＥＣ東芝スペースシステム㈱ 宇宙機器製造　検査職 情1 宮崎 ㈱九電工 配電工事（技能系）電気工事（技術系・技能系） 通1

東京 トッパン・フォームズ・オペレーション㈱ （請負）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ管理者 情2 宮崎 三桜電気工業㈱ 電工 通1

東京 アイエックス・ナレッジ㈱ （請負）ｼｽﾃﾑ運用管理者 情1 宮崎 双信デバイス㈱ 電子機器オペレーター・電子部品検査 通1

東京 ㈱クリテム カスタマエンジニア（自動券売機等） 情1 宮崎 ㈱トーエイ電設 電気通信工 通1

東京 ㈱サンブリッジアンシス 技術職 情1 宮崎 ㈱興電舎 電気工 通1

東京 ㈱上野の森コンサルティング 建築（内装工事施工・管理） 情1 宮崎 ㈱九南 技術職 通1

東京 理想科学工業㈱ カスタマーエンジニア 情1 宮崎 ＡＪＳ㈱　延岡事業所 システムエンジニア・プログラマー 情1

東京 ㈱インフォスマイル ウェブデザイナー 産1 宮崎 ㈱フェニックスシステム研究所 プログラマー 情1

東京 ㈱ハローコミュニケーションズ コールセンター（電話による内勤営業） 産1 宮崎 アダプトゲン製薬㈱　宮崎支社 一般事務 情1

愛知 アイシン精機㈱ アイシン高等学園 電1 宮崎 宮崎ダイシンキャノン㈱ 組立ワーカー 情1

愛知 アイシン精機㈱ 技能職 電1 宮崎 ㈱イーストウインド（湖月　大淀店） ホールスタッフ 情1

愛知 アイシン高丘㈱ アイシン高等学園 電1 宮崎 ㈱アルダック システムエンジニア 情1

愛知 和光技研工業㈱ 機械技術職 電1 宮崎 宮崎県経済農業協同組合連合会 一般事務 情1

愛知 ㈱ジェイテクト　名古屋本社 学園生（製造技能） 電1 宮崎 プライムデリカ㈱ 製造管理 情1

愛知 津田工業㈱ 技能職 電1 宮崎 佐川急便㈱　九州支社 フィールド職 情1

愛知 アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 生産技能職 電2 宮崎 ㈲宮崎新生社印刷 ＤＴＰオペレーター 産1

愛知 新日鐵住金㈱　名古屋製鐵所 鉄鋼生産設備の運転・整備 電2 宮崎 ＫＩＧＵＲＵＭＩ　ＢＩＺ　㈱ 着ぐるみの製作・営業事務 産1

愛知 日本特殊陶業㈱　小牧工場 生産スタッフ（一般職） 電1 宮崎 ㈱宮崎太陽銀行 窓口営業職 産1

愛知 三洋鋼材㈱ 鋼材入出荷係（鋼材加工係） 電1 宮崎 セントラル観光㈱ 映画館運営スタッフ 産1

愛知 三菱電機㈱　名古屋製作所 生産基幹 電1 宮崎 ㈱クロスマート ＯＴＰ及びＷＥＢデザイナー 産1

愛知 三菱電機㈱　稲沢製作所 生産基幹職 電1 宮崎 オドナ・スタイル㈱　延岡工場 CAD.CAMオペレーター 産1

愛知 愛知製鋼㈱ 技術学園生 電2

愛知 トヨタ自動車㈱ 専門部生徒 電1

愛知 トヨタ自動車㈱ 生産関係職 電1

愛知 豊臣機工㈱ 技能職 電1 （２）　自衛隊　（4）

愛知 ㈱デンソー 生産関係職 電1 学科

愛知 ㈱デンソー 高専生（機械） 電1 一般曹候補生 電1

愛知 ㈱デンソー 高専生（電気） 通1 自衛官候補生 電1・情1

愛知 オークマ㈱ 基幹職（機械系製造） 電1 自衛官候補生 電1

愛知 ㈱ジェイテクト　名古屋本社 技能職（生産関係職） 電1

愛知 三菱重工業㈱ 技能職／名古屋航空宇宙システム製作所 電1

愛知 ＮＤＳ㈱ 電気通信設備工事　技術職 通1 （３）　公務員　（20）

愛知 富士特殊紙業（株） 技能職 産1

京都 ㈱Ｈｉｒａｒｉｎｔｅｉ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　本部 パン製造・製造補助 産1

大阪 ダイハツ工業㈱　本社 ライン職、スタッフ職 電1

大阪 ㈱きんでん 電気工事施工技術職（配電工事） 通1

大阪 大和通信㈱ ｶｽﾀﾏｰｴﾝｼﾞﾆｱ 情1

兵庫 ㈱神戸製鋼所　加古川製鉄所 技術研修生 電1

兵庫 三菱電機㈱　姫路製作所 自動車電装品の製造 通1

岡山 ＪＦＥスチール㈱　西日本製鉄所　倉敷地区 生産技能職 電1

広島 ＪＦＥウエストテクノロジー㈱ 生産技術職 電1

中国
２

関東
３１

九州
９

宮崎
３９

中部
２７

航空自衛隊

陸上自衛隊

　防衛省（通2・情4）　　　国土交通省（電2・通4）　　　財務省（情1）　　　警視庁（電1・通1）
　日南市役所（電1）　　　福岡市役所（情1）　　　　　　北九州市役所（情1）
　神戸市役所（通1）　　　東京都庁（通1）
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６


