主な就職先
科

会社名

機械

アテックス 井関農機開発製造本部 井関松山製造所 今治造船 関西ティーイーケィ コスモ松山石油
伸栄設計 住友共同電力 太陽石油四国 大和エンジニアリング TMTマシナリー松山 帝人松山 東レ愛
媛 日本キャリア工業 ヒカリ 深力興業 三浦マシン 三浦マニファクチャリング ユタカ いすゞ自
動車 エディオン オークマ 川崎重工業 川崎重工業坂出 神戸製鋼所高砂 コマツキャブテック
JXTGエネルギー川崎 JFEスチール西日本 ジェイテクト徳島 ジャパンマリンユナイテッド呉 新日鐵住
金君津 住友電気工業伊丹 ダイハツ工業 ティーワン ディスコ デンソー 東亜石油 トヨタ自動車
豊田自動織機 西日本高速道路エンジニアリング四国 日新製鋼呉 日本製鋼所広島 日本地下石油備蓄
日立金属熊谷 本田技術研究所四輪 三井化学岩国大竹 三井化学大阪 三菱重工業神戸造船

電子機械

井関松山製造所 伊予鉄道 えひめ中央農業協同組合 関西ティーイーケィ愛媛 太陽石油四国 太陽石
油販売 大和エンジニアリング TMTマシナリー松山 帝人松山 東レ愛媛 松山機型工業 三浦アクア
テック 三浦マニファクチャリング アイシン・エィ・ダブリュ アイシン精機 アドヴィックス キヤ
ノン 山王テック東日本 ジェイテクト名古屋 シミズオクト デンソー 東京地下鉄 トヨタ自動車
豊田自動織機 酉島製作所 西日本高速道路エンジニアリング四国 パナソニック パナソニックコン
シューマーマーケティング パナソニックアプライアンス社 ホンダエンジニアリング 三菱重工業神戸
造船

電気

愛和電設 青木電気工業 今治造船 伊予鉄道 渦潮電機 大阪ソーダ松山 関西ティーイーケィ愛媛
四国電力 住友共同電力 住友金属鉱山別子 住友重機械プロセス機器 ダイキアクシス 太陽石油四国
TMTマシナリー松山 帝人松山 電創エンジニアリング 東芝EIコントロールシステム四国 東レ愛媛 西
日本電設 フジケンエンジニアリング 三浦アクアテック 三浦マニファクチャリング 四電工愛媛 ア
ドヴィックス 小田急電鉄 キヤノン きんでん JXTGエネルギー根岸 JXTGエネルギー水島 JPハイ
テック ジェイペック 四国電気保安協会 四国電設工業 四国ビルウェア ダイキンエアテクノ ダイ
ハツ工業 中部電力 デンソー 東亜石油 東京電力フュエル＆パワー 東芝テックソリューションサー
ビス トピー工業豊橋 トヨタ自動車 西鉄エアサービス 西日本高速道路 西日本高速道路エンジニア
リング四国 日新電機 日本地下石油備蓄 日立ビルシステム関西 日立プラントコンストラクション
三菱電機ビルテクノサービス ミナモト通信 四電エンジニアリング 四電ビジネス 菱サ・ビルウェア

情報電子

渦潮電機 Secsoft 関西ティーイーケィ愛媛 KDDIエボルバ松山 四国通建 太陽石油四国 帝人松山
東洋印刷 東レ愛媛 南海測量設計 ひめぎんソフト 三浦マニファクチャリング NTTフィールドテクノ
沖電気カスタマアドテック 鹿島クレス東日本 キヤノン グローリー サンテック広島 ダイハツ工業
デジタル・インフォメーション・テクノロジー デンソー 東京地下鉄 東洋製罐川崎 トーヨースギウ
エ トヨタ自動車 日産自動車 富士ソフト ホンダエンジニアリング ミナモト通信 ユニチカ宇治

工業化学

ENPプリント エヒメ酸素 大阪ソーダ松山 オリーブ薬局 コスモ松山石油 サンタ 水ing中四国 住
化ロジスティクス西日本 住友化学愛媛 太陽石油四国 帝人松山 東レ愛媛 東レ・ファインケミカル
松山 南海測量設計 日本食研ホールディングス ヒカリ マルトモ 三浦アクアテック 三浦マニファ
クチャリング ヤマキ カネカ JXTGエネルギー川崎 JFEスチール西日本 新日鐵住金君津 住友精化
DIC 日本触媒 富士石油袖ヶ浦 三井化学岩国大竹 三菱ケミカル坂出 ユニチカ宇治 ユニチカ岡崎

建築

一宮工務店 愛媛土建 エム・ワイ・ティ 門屋組 Kizukuri屋 近藤木工所 重松兄弟設備 全国農業
協同組合連合会愛媛 タケチ松山 田坂若水松山 DCMダイキ ティエムソフト 東亜ホーム ハウスコム
濱崎組 びるり 冨士造型 ホーム設備 山本建設 LIXILトータルサービス レンゴー松山 旭化成住宅
建設 一条工務店 荏原環境プラント 大之木建設 小川建設 奥谷組 鹿島クレス西日本 鹿島クレス
東日本 住友林業ホームエンジニアリング四国 積和建設四国 大京穴吹建設 大和ハウスリフォーム
大和ランテック 東栄ホームサービス 東京朝日ビルド 日新製鋼呉 藤木工務店四国 プレテック プ
ロスタ ポラスハウジング協同組合 ポラテック冨士 向井建設 国土交通省四国地方整備局 松山市役
所

土木

愛橋 有光組 泉建設 伊予鉄道 エクセル調査設計 愛媛ニチレキ カナックス 協和道路 四国クリ
エイト協会松山 DAD 南海測量設計 濱﨑組 臨海建設 ルナ物産 大林道路 奥谷組 奥村組土木興業
小田急電鉄 鹿島クレス東日本 近畿日本鉄道 建設マネジメント四国 四国旅客鉄道 世紀東急工業
大鉄工業 東京急行電鉄 東京地下鉄 西日本高速道路 西日本高速道路エンジニアリング四国 西日本
高速道路メンテナンス中国 日本機械保線 東日本旅客鉄道 前田道路 国土交通省四国地方整備局 松
山消防局 松山市役所 伊予市役所 大阪府警察

繊維

井関農機開発製造本部 一六本舗 伊予鉄道 渦潮電機 Secsoft 小野建四国 KDDIエボルバ松山 コン
テックス 三協システム 四国シキシマパン セキ 全農・キューピー･エッグステーション愛媛 大王製
紙 DCMダイキ 東レ愛媛 土佐電子工業松山 南海測量設計 日本食研ホールディングス フジ ベネ
フィット・ワン松山 マルトモ ヤマキ ヤマセイ ルナ物産 クラボウ(倉敷紡績)安城 クラボウ(倉敷
紡績)丸亀 サンテック広島 JFEスチール西日本 新日鐵住金君津 東レ岡崎 東レ・モノフィラメント
日特エンジニアリング 三菱マテリアル直島 山崎製パン 山田養蜂場

