
静岡県実習助手 シグマ紙業 日本原子力防護システム

志太広域事務組合 しずてつジャストライン 日本郵便

静岡県警 シミックＣＭＯ ぬ 沼津熔銅

島田市役所 ジヤトコ ね ネスレ日本

袋井市役所 ジャパン・スリーブ の 法月電設

牧之原市役所 シンクス ハラダ製茶

焼津市役所 資生堂 花菱建設

陸上自衛隊 省研 橋本組

アース 城南メンテナンス 原川土木

アイエイアイ 静岡金型 長谷川建設

アイシン･エィ･ダブリュ 静岡積栄住建 浜松ホトニクス

アキタファインブランキング 静鉄建設 浜電工業

アステック 島田テクノロジー ピアス

アステラスファーマテック 島田南耳鼻咽喉科 ヒロタ

アペックス 島田防災設備 平井工業

アミュージングデザインイトウ スズキ ファウスト

アンビ・ア松風閣 スター精密 フジオーゼックス

安藤ハザマ興業 住友ベークライト フジタ板金

赤阪鐵工所 住友林業クレスト プライムアースＥＶエナジー

味の素ベーカリー 住友林業ホームエンジニアリング 藤枝オートライティング

いなば食品 駿河生産プラットフォーム 藤枝農産加工所

イハラ建成工業 水ｉｎｇ 不二蒸着

いむら建築 杉本製茶 富士ソフト

伊藤園 鈴木鉄工所 富士フィルムエレクトロニクスマテリアルズ

伊藤園産業 鈴木土建 富士フイルムオプトマテリアルズ

一条工務店 鈴与コンテナエンジニアリング 富士フイルム静岡

岩倉溶接工業所 西武建材 富士鋼業

市川土木 静菱テクニカ 富士昌造園

ＮＢＣメッシュテック 静和工業 富士食品工業

ＮＥＣプラットフォームズ 積水ハウス 富士電工

ＳＵＳ 先生製作所 福山通運

エクノスワタナベ 零製作所 BESS-ＺＥＲＯ

エコワーク そ ソニーＤＡＤＣジャパン ペパーレット

エスエーエス タキ電装 ベルスタースズキ

エスエスケイフーズ 太信水産 ポラテック富士

エスビーサンキョーフーズ 大王パッケージ 朋電舎

荏原製作所 大洋 本田技研工業

遠州夢咲農業協同組合 大洋アレスコ マルハチ村松

オカモト 大和製罐 マルハニチロリテールサービス

奥田精工 中外製薬工業 丸紅

岡村建設工業 中国木材 丸明建設

岡本工務店 中部営繕センター 松井測量設計事務所

沖電気カスタマアドテック 中部抵抗器 松下工務店

大井製作所 中部電気保安協会 松本油脂製薬

大井川重機 中部電力 前川製作所

大井川農業協同組合 辻建設 前田重工業

大井川鐵道 坪井特殊車体 前田道路

大河原建設 ＴＤＫ 増田工業

大石建設 テクノサイト 増田組

大川原製作所 テルモ ミクニ

科研製薬 寺田製作所 ミクニパーテック

角丸建設 トーエネック 三井農林

関電工 トーエネックサービス 三菱電機

上村電気工事 トーカイ 三菱電機ビルテクノサービス

川北電気工業 トダックス 三保造船所

川﨑工業 トヨシマ む 村上開明堂

キシル トヨタ自動車 メガロ化工

キャタラー トライフ 名工建設

ギャバン 戸崎建設 も 本橋建設

紀文フレッシュシステム 東海加工紙 ヤナギハラメカックス

紀文食品 東海整備 ヤマザキ

共栄製作所 東海電設 ヤマハモーターパワープロダクツ

共和建設 東海農産 ヤマハ発動機

協立電機 東海旅客鉄道 ヤヨイサンフーズ

協和建材 東京地下鉄 山岸運送

グロージオ 東京電力 山田組

倉嶋自動車商会 東洋製罐 山本機工

建設コンサルタントセンター 東罐興業 山本山

建装工業 特種東海フォレスト 矢崎エナジーシステム

コジマカメラ 特種東海製紙 矢崎計器

コマツレンタル 中村建設 矢崎部品ものづくりセンター

小糸製作所 中日本高速道路 矢崎部品大東

サカイ産業 南部化成 矢崎部品大浜

サッポロビール ニチビ ＵＳＥＮ-ＮＥＸＴ

サンエス ニッセー ユニテック

サンエムパッケージ 日学 よ ヨシコン

サンコー精産 日機装 ら ランテック

佐塚工業所 日進電機 リフレカップ

佐藤精工 日成建設 リンナイテクニカ

三共食品 日生化工 れ レック

三共静岡製作所 日静機械製作所 ロジテムツムラ

斉藤文雄建築事務所 日東工業 碌々産業

ＪＰハイテック 日本コルマー ワコーコーポレーション

Ｊ-オイルミルズ 日本ハムファクトリー ワラシナ工業

シーキューブ 日本モレックス 渡辺鉄工所

ジェイフィルム 日本軽金属 和木家
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◆直近５年間の就職先一覧表（五十音順 H26～H30）
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静岡県立島田工業高等学校（平成30年12月21日現在）
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