
 就 職  
 

 男 子                女 子  

【 建設・設備 】  【 銀行 】  (株)入船ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｼｯﾋﾟﾝｸﾞ 事務 

アイセイ(株) 技術 芝信用金庫本店営業部  事務 (株)日本商行 事務 

(株)関電工 事務   (株)イトーヨーカ堂 販売 

(株)栄都 技術 【 建設・設備 】  東邦薬品(株) 商品管理 

アンペア比留川恭央 技術 YKKAP（株）住宅首都圏支社（２） 事務 (株)神田屋鞄製作所 事務 

  (株)タケエイ 事務 (株)リコルド 販売 

【 食品・繊維 】  (株)明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ  ゙ 事務 スズデン(株) 事務 

(株)叙々苑 調理 (株)明電舎 事務 (株)成城石井 販売 

  (株)湯建工務店 営業 (株)坂口 事務 

【 石油・化学・薬品 】  (株)田山工業 事務 (株)ｶｼﾞﾜﾗｷｯﾁﾝｻﾌﾟﾗｲ 販売 

秋山錠剤(株) 商品管理   (株)サンマリノ 事務 

  【 食品・繊維 】  ヒロタ(株) 販売 

【 印刷・諸工業 】  一般社団法人家畜改良事業団 事務 (株)シモジマ 販売 

(株)ＤＮＰデータテクノ ｵﾍﾟﾚｰﾀ  ー 東京青果(株) 事務   

  味の浜藤(株)（２） 販売 【 不動産・運輸・エネルギー・倉庫 】 

【 商事 】  (株)舟和本店 事務 三菱地所ｺﾐｭﾆﾃｨ(株) 事務 

ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ(株)東神奈川事務所 販売 (株)黒船 販売 全農エネルギー(株) 事務 

ナツアキ(株) 営業 (株)新宿高野 販売 (株)五冷サービス 商品管理 

(株)オオゼキ 販売   (株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾛｼﾞｽｺｻｰﾋﾞｽ 商品管理 

  【 石油・化学・薬品 】  (株)ホウスイ 事務 

【 不動産・運輸・エネルギー・倉庫 】 東邦薬品(株) 商品管理 (株)ワールドサプライ 商品管理 

㈱ｸﾛｻﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ  ゙ 商品管理 秋山錠剤(株) 事務 日本ロジステック(株) 事務 

秋元運輸倉庫(株) 商品管理 全薬工業(株) 事務 日水物流(株) 商品管理 

東京定温冷蔵(株) 商品管理   日本通運(株)海運事業支店 事務 

(株)ｱｰﾊﾞﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 営業 【 鉄鋼・機械・電気 】  日本通運(株)関東警送支店 事務 

東京東洋埠頭(株) 事務 ＴＨＫ(株) 事務 (株)トランスメイト 商品管理 

西武鉄道(株) 鉄道 (株)芝浦ホールディングス 事務 ﾔﾏﾄﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ(株) 商品管理 

日本通運(株)航空事業支店 技術 坂口電機工業(株) 事務 (株)プラン・ドゥ 事務 

(株)ｸﾛｻﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ  ゙ 商品管理 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)首都圏 受付 五十嵐冷蔵(株) 事務 

    山手冷蔵(株) 事務 

【 サービス・情報・その他 】  【 印刷・諸工業 】  秋元運輸倉庫(株) 事務 

セコム(株) 警備 大日本印刷(株) 事務   

(株)ザ・チューブ 技術 東洋製罐ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 事務 【 サービス・情報・その他 】 

Keeper技研(株)東京営業所 技術 太平洋セメント(株) 事務 宗教法人明治神宮 巫女 

(株)エイワサービス SE プラメックス(株) 事務 (株)日産ｶｰﾚﾝﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ 受付 

  ｹｰｱﾝﾄﾞｴｽﾏｰｷﾑ有限会社 事務 (株)交通総合センター 事務 

  共同印刷(株) 事務 (株)ＡＧＳｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ  ゙ 事務 

 公務員  

 ｼﾞｪｲｵｰｺｽﾒﾃｨｯｸｽ(株) 事務 鹿島サービス(株) 事務 

 (株)シード 事務 (株)ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｹｱ東京 介護 

   (株)ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｹｱ東京 事務 

東京国税局  【 商事 】  (株)システム機器販売 事務 

海上自衛隊一般曹候補生(2)  大都魚類(株) 事務 (株)ﾖｳｺ-ﾌｫﾚｽﾄ西台 事務 

陸上自衛隊一般曹候補生(3)  (株)ノジマ 販売 (株)東計電算 ｷｰﾊﾟﾝﾁｬ  ー

航空自衛隊一般曹候補生  アルフレッサ(株) 事務 ｱｿｼｴｲﾄﾊﾟｰｷﾝｸﾞ(株) 事務 

 



 進 学  

 

 四年制大学    

桜美林大学ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ 中央大学商学部会計学科ﾌﾚｯｸｽｺｰｽ 千葉商科大学商経学部経営学科 

専修大学商学部会計学科 武蔵大学経済学部金融学科 千葉商科大学政策情報学部政策情報学科 

駒澤大学経済学部商学科 東洋大学経済学部経済学科 大正大学文学部歴史学科東洋史ｺｰｽ 

産業能率大学経営学部経営学科 日本大学商学部会計学科 大正大学文学部歴史学科日本史ｺｰｽ 

成蹊大学経営学部総合経営学科 日本大学商学部経営学科 帝京平成大学現代ﾗｲﾌ学部経営学科 

文教大学経営学部経営学科 明海大学不動産学部不動産学科 武蔵野大学通信教育部心理学専攻 

高千穂大学商学部(2) 杉野服飾大学服飾学部服飾学科 目白大学メディア学部メディア学科 

拓殖大学商学部経営学科 流通経済大学法学部自治行政学科 東京情報大学総合情報学部総合情報学科 

拓殖大学政経学部法律政治学科 千葉商科大学商経学部商学科 共立女子大学ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 

拓殖大学政経学部経済学科   

 短期大学    

貞静学園短期大学保育学科 鶴見大学短期大学部保育科 帝京短期大学生活科学科食物栄養専攻 

目白大学短期大学部製菓学科   

 専 門   
 

東京都立広尾看護専門学校 日本電子専門学校情報処理科(2) 日本工学院専門学校ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼ  ゙

横浜市医師会聖灯看護専門学校 日本電子専門学校ｹﾞｰﾑ制作研究科 日本工学院専門学校ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ科 

高山美容専門学校 日本電子専門学校ｹﾞｰﾑ制作科 読売理工医療福祉専門学校 

国際理容美容専門学校(2) 日本工学院専門学校情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 東京服飾専門学校 

佐伯栄養専門学校 目白ﾌｧｯｼｮﾝ&ｱｰﾄｶﾚｯｼ  ゙ 竹早教員保育士養成所 

彰栄保育福祉専門学校 都立理容専修学校理容師養成ｺｰｽ 尚美ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ専門学校 

上野法律専門学校 聖徳大学幼児教育専門学校 国際ﾌｰﾄﾞ製菓専門学校 

新宿調理師専門学校(2) 大原法律専門学校(2) ﾏﾘｰﾙｲｽﾞ美容専門学校 

服部栄養専門学校 住田美容専門学校 TDH東京歯科衛生専門学校 

神田外語学院 ｺｰｾｰ美容専門学校 東京CPA会計学院会計ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾝ科(3) 

千葉県立農業大学校農学科 ESP ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ東京 ﾜﾀﾅﾍﾞｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｶﾚｯｼﾞﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｱｸﾀｰｽﾞPRO 

太陽歯科衛生士専門学校 山手調理製菓専門学校  

東京柔道整復専門学校 道灌山学園保育福祉専門学校  

 

 

 


