
ＡＯＩホールディングス はくい農業協同組合 ト－テックアメニティ株式会社 株式会社日産サティオ富山 学校法人金沢学院大学

株式会社ナカヤマエッグ バクマ工業株式会社 福井市農業協同組合 農事組合法人　島崎生産組合 株式会社リニア・サーキット 三幸株式会社 学校法人国際学園　星槎国際高等学校

ゆきぐに森林組合 外山産業グループ 日本郵政株式会社 御木万葉造苑 株式会社イーネットソリューションズ 株式会社大越仏壇店 チモロ株式会社

中部薬品株式会社 株式会社ワールドインテック 株式会社笠間農園 株式会社システムサポート 株式会社ＰＬＡＮＴ

株式会社頸城建工 株式会社山岸 糸魚川商工会議所 株式会社ＡＴ情報研 青山商事株式会社 税理士法人東野会計事務所

株式会社クロダハウス 株式会社ドン・キホーテ 株式会社ヨネモリ 日本ソフテック株式会社 株式会社北越ケーズ 株式会社レイヤーズ・コンサルティング

北川瀝青工業株式会社 株式会社ワールドストアパートナーズ 学校法人金城学園遊学館高等学校 扶桑電通株式会社　金沢営業所 株式会社インテック トヨタカローラ石川株式会社 株式会社アース

加賀建設株式会社 株式会社　フェニックス 石川県教育委員会 北川瀝青工業株式会社 不二越情報システム株式会社 株式会社三幸 中越クリーンサービス株式会社

株式会社エムエス 石川ダイハツ販売株式会社 学校法人金沢学院大学 ニューハウス工業株式会社 北陸コンピュータ・サービス株式会社　富山本社 アルビス株式会社 新潟綜合警備保障株式会社

株式会社谷口美装 株式会社かあてんや 学校法人　日本航空学園 真柄建設株式会社 株式会社システムグラフィ オートバックス　ピューマグループ 株式会社平山

環境開発株式会社 キャラバンサライ株式会社 金沢学院高等学校 米沢電気工事株式会社 兼松コミュニケーションズ株式会社 ゲンキー株式会社 株式会社共立メンテナンス

株式会社セイダイ 石川トヨタ自動車株式会社 富山県教育委員会 株式会社オリバー 新興サービス株式会社 株式会社イーピーエムコーポレーション 株式会社テクノプロ・エンジニアリング

株式会社青山 株式会社金澤文苑堂 新潟県教育委員会 オダケホーム株式会社 株式会社アルファシステムズ 石川日産自動車販売株式会社 株式会社マイナビ

株式会社神下組 iA LINK株式会社 福井県教育委員会 石友ホーム株式会社 株式会社クレスコ 株式会社大阪屋ショップ 株式会社晃商

北陸建工グループ 株式会社山徳 チモロ株式会社 音頭金属株式会社 株式会社高志インテック 株式会社クスリのアオキ ワタキューセイモア株式会社

株式会社キミコン 生活協同組合コープとやま 株式会社日本保育サービス 北川ヒューテック株式会社 株式会社ティーガイア 株式会社サンキュー　１００満ボルト 株式会社サイエン

トヨタカローラ富山株式会社 株式会社ティプロス 株式会社日本ハウスホールディングス 富士ソフト株式会社 株式会社スギ薬局 環境開発株式会社

サントリービバレッジサービス株式会社　東海・北陸営業本部 株式会社オレンジマート 株式会社ホクコク地水 株式会社ユーコム 株式会社スズキ自販富山 ウイルフラップ株式会社

株式会社ビーオーエス食品 株式会社大越仏壇店 株式会社ダイナム 株式会社サプラ iA LINK株式会社 株式会社スズキ自販北陸 株式会社ヨシカワ

株式会社ボン・リブラン 福井トヨペット株式会社 株式会社フラワーガーデン 株式会社サンテン・コーポレーション ダイワ通信株式会社 ダイワ通信株式会社 北陸綜合警備保障株式会社

株式会社森八 青山商事株式会社 オークス株式会社 みづほ工業株式会社 ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社 テレコムサービス株式会社 株式会社エイジェック

ニイブロ株式会社 アクシアルリテイリング株式会社 株式会社エイチ・アイ・エス 丸井産業株式会社 株式会社ALL　CONNECT ネッツトヨタ富山株式会社 綜合警備保障株式会社

株式会社マルハニチロ山形 株式会社メガネトップ アイ・ケイ・ケイ株式会社 株式会社カシワバラ・コーポレーション 株式会社コスモネット 株式会社バロー 西尾レントオール株式会社

テックワン株式会社 アルビス株式会社 株式会社マルハン 株式会社サハラメタルワーク 株式会社アスパーク 福井日産自動車販売株式会社 株式会社プレステージインターナショナル

株式会社今井機業場 オートバックス　ピューマグループ 中山幸利税理士事務所 株式会社タケキコーポレーション サンライズ・システムズ株式会社 株式会社　宝石時計の武内 株式会社ワールドインテック

株式会社橋本確文堂 ゲンキー株式会社 一般財団法人　長野県埋蔵文化センター 株式会社テクノプロ・コントラクション コネクシオ株式会社 株式会社ホンダ四輪販売北陸 株式会社綜合キャリアオプション

北日本印刷株式会社 イオン株式会社 公益財団法人福島県文化振興財団 昇栄仮設 株式会社ドコモCS北陸 株式会社メガネのハラダ アイ・ケイ・ケイ株式会社

辰巳化学株式会社 株式会社うつのみや 株式会社フォーラムエイト 株式会社T・サポート サン・エム・システム株式会社 株式会社どんたく むげんのわグループ

日海不二サッシ株式会社 株式会社エービーシー・マート 株式会社テクノプロ・エンジニアリング 日開不二サッシ株式会社 株式会社NSD ユニ－株式会社 株式会社シーエスレポーターズ

三協立山株式会社 株式会社大阪屋ショップ 株式会社サンキュー 有限会社水野内装 株式会社デザインネットワーク 株式会社ローソン 富山県商工会連合会

シーケー金属株式会社 株式会社クスリのアオキ 株式会社サンレー　北陸本社 株式会社中部地下開発 株式会社トラストテック ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 株式会社クリーンブライド金沢

宮越工芸株式会社 株式会社サンキュー　１００満ボルト　金沢本店 セコム北陸株式会社 株式会社DTS クボタ農業機械株式会社 企業警備保障株式会社

技研株式会社 株式会社スズキ自販富山 シオタニ株式会社 サントリービバレッジサービス株式会社　東海・北陸営業本部 株式会社FUKUMIMI サニーライブグループ 福井県体育協会

株式会社吉田工業 株式会社スズキ自販北陸 株式会社スポーツクラブヴィテン ホワイト食品工業株式会社 SCSKニアショアシステムズ株式会社　石川開発センター 株式会社エディオン

株式会社セイキ 株式会社スポット 財団法人　金沢芸術創造財団 有限会社みやけ食品 株式会社リソースクリエイション 株式会社インディオ富山 防衛省　自衛隊石川地方協力本部

小野谷機工株式会社 株式会社バロー ウイルフラップ株式会社 森永北陸乳業株式会社 中部特機産業株式会社 株式会社ＲＳＴ 法務省　名古屋矯正管区

株式会社小松製作所　氷見工場 株式会社ひだインテリア 庄川温泉観光ホテル株式会社 有限会社三吉商店 大竹電機株式会社 陸上自衛隊

松山株式会社 株式会社文苑堂書店 アスピカグループ　株式会社平安閣 株式会社トラスト サントリービバレッジサービス株式会社　東海・北陸営業本部 ローソン末町店 陸上自衛隊

株式会社曽田製作所 株式会社メガネのハラダ 小松商工会議所 株式会社いづみや 濃飛西濃運輸株式会社 正和堂 石川県警察本部

不二越機械工業 株式会社どんたく 株式会社エイジェック 株式会社永井海苔 株式会社サカイ引越センター ブリジストンタイヤ信州販売株式会社 大阪府警察本部

株式会社小松電業所 株式会社ローソン 株式会社エイ・テック テックワン株式会社 若松梱包運輸倉庫株式会社 カーポート須坂有限会社 川北町役場

新光電気工業株式会社　新井工場 株式会社アダストリア　nico and 株式会社プレステージインターナショナル 西川産業株式会社 富山地方鉄道株式会社 コストコホールセールジャパン　射水倉庫店 富山県警察本部

ユキワ精工株式会社 生活協同組合コープながの 株式会社ワールドインテック ＩＡＡＺＡＪホールディングス株式会社 トナミ運輸株式会社 株式会社新甫魚問屋 羽咋郡市広域圏事務組合

アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社 コーシン・サントリービバレッジ株式会社 株式会社アウトソーシング ニッポー株式会社 西日本旅客鉄道株式会社 有限会社井上商事 愛知県警察本部

株式会社柿崎機械 ウエルシアホールディングス株式会社 株式会社綜合キャリアオプション 東邦ゴム工業株式会社 日本郵便株式会社 株式会社クスリのアオキ　浅野本町店

タマダ株式会社 株式会社ノジマ ㈱一膳 株式会社イコマ・メカニカル あいの風とやま鉄道㈱ 株式会社サードウェーブ

コマニー株式会社 株式会社近鉄リテーリング 株式会社マーキュリー 昭和精工株式会社 株式会社サカイ引越センター

中川製紙株式会社 株式会社フルーツむらはた 公益財団法人　日本美術刀剣保存協会 日本製鉄株式会社直江津製造所 いかるが運輸株式会社 今村証券株式会社

三協テック株式会社 有限会社ケイアンドケイ 株式会社くらしの友 株式会社ロキテクノ 株式会社トリビュート 北陸労働金庫

株式会社パナケイア製薬 ＤＣＭ株式会社 株式会社エクセリ 株式会社和泉工業 株式会社アペックス 北陸信用金庫

鎌田段ボール工業株式会社 株式会社重吉葬儀社 日本精機株式会社 株式会社ビーイングホールディングス 富山県信用組合

高岡信用金庫 株式会社ベルセレマ タニコ－株式会社 富山信用金庫

イワタニ北陸株式会社 のと共栄信用金庫 日研トータルソーシング株式会社 株式会社高井製作所 デュプロ北陸販売株式会社 株式会社富山銀行

株式会社グリムス 興能信用金庫 株式会社板尾鉄工所 株式会社中島商店 高岡信用金庫

新湊信用金庫 防衛省　自衛隊石川地方協力本部 株式会社オノモリ カナカン株式会社 興能信用金庫

株式会社ジェイ・エス・エス 長野県信用組合 陸上自衛隊 大同工業株式会社 セントラルメディカル株式会社 株式会社北國銀行

兼松コミュニケーションズ株式会社 株式会社北陸銀行 新発田市役所 タケダ機械株式会社 北村電機産業株式会社 株式会社しん証券さかもと

富士ソフト株式会社 穴水町役場 ヨシオ工業株式会社 シンコール株式会社 株式会社長野銀行

株式会社北國新聞社 朝日不動産株式会社 石川県警察本部 株式会社小松製作所 ホシザキ北信越株式会社 株式会社北陸銀行

iA LINK株式会社 石川県庁 株式会社松村精型 石川電材株式会社

ダイワ通信株式会社 株式会社湯沢グランドホテル 川北町役場 村田精工株式会社 ウエルド株式会社 株式会社絹川商事

株式会社カラフルカンパニー 株式会社アジアル 立山町役場 株式会社テックメイク 株式会社カネヒサコーポレーション 朝日不動産株式会社

株式会社ALL　CONNECT よろづや観光株式会社 羽咋市役所 大野精工株式会社 金沢機工株式会社 株式会社クラスコ

コネクシオ株式会社 マンテンホテル株式会社 宝達志水町役場 不二越機械工業 冨木医療器株式会社 MEホールディングス株式会社

株式会社アド―ビジネスコンサルタント 株式会社ホテル・アローレ 石川県金沢城調査研究所 株式会社小松電業所 山崎機工株式会社 有限会社ドリーム

株式会社百楽荘 北海道警察本部 小松電子株式会社 株式会社竹中製作所

名鉄運輸株式会社　北陸支社 青木フルーツホールディングス株式会社 三重県教育委員会 株式会社月星製作所 キムラ株式会社 株式会社ハチバン

中越運送株式会社 株式会社ホテル黒部 株式会社トランテックス 大口水産株式会社 株式会社ファイブスター

株式会社北鉄航空 株式会社三楽園 自営（その他） 株式会社北都鉄工 株式会社辻鉄 よろづや観光株式会社

若松梱包運輸倉庫株式会社 株式会社オールダッシュレストランシステムズ 白山工業株式会社 日栄商事株式会社 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント

トナミ運輸株式会社 株式会社宮崎商店 三菱ふそうバス製造株式会社 日産部品北陸販売株式会社 株式会社ホテル・アローレ

日本郵便株式会社 タマダ株式会社 松村物産株式会社 有限会社やました

国際自動車株式会社 ヒラ歯科医院 コマニー株式会社 株式会社丸菱 青木フルーツホールディングス株式会社

ＩＲいしかわ鉄道株式会社 中山セントラル歯科 株式会社日本パーツセンター 株式会社南商店 宇奈月ホテル株式会社

丸栄運輸機工株式会社 株式会社瑠璃光 株式会社能登 株式会社ファイネス 株式会社だいいち

山岡石材工業株式会社 ITX株式会社 幸せのパンケーキ　金沢FORUS店

藤田金属株式会社 社会福祉法人佛子園 黒田化学株式会社 石原機械株式会社

三谷産業株式会社 株式会社サンウェルズ 株式会社プラスト 株式会社日環商事 一般社団法人　上越医師会

カナカン株式会社 社会福祉法人　北伸福祉会 日本空調北陸株式会社 株式会社加越

明祥株式会社 医療法人社団　翠十字会　誠友病院 浅地メッキ株式会社 株式会社ワークス 株式会社サンウェルズ

株式会社横山商会 社会福祉法人児童養護施設享誠塾 浜本タイル店 山辺事務機株式会社 サンケアホールディングス株式会社

千代田機電株式会社 株式会社ハートフルスタッフ 株式会社翔南産業 ＡＯＩホールディングス 社会福祉法人　北伸福祉会　養護老人ホーム　朱鷺の苑

株式会社山田商会 ヴィスト株式会社 三協テック株式会社 株式会社つかさき商会 社会福祉法人　戸出福祉会

株式会社山岸 株式会社アルバ 株式会社シャトル ダンロップタイヤ北陸株式会社

伊丹産業株式会社　石川支店 一般社団法人Ｊキッズ 株式会社パールマネキン 株式会社山岸 わかやま農業協同組合

大口水産株式会社 介護老人保健施設ゆなみ 株式会社旭製作所 株式会社コメリ 金沢市農業協同組合

富山ヤクルト販売株式会社 両備ホールディングス株式会社　両備テクノカンパニー 株式会社西日本宇佐美 白山農業協同組合

日産部品北陸販売株式会社 松任市農業協同組合 トウメイ株式会社 株式会社平和堂 となみ野農業協同組合

石原機械株式会社 となみ野農業協同組合 TRN株式会社 石川ダイハツ販売株式会社 高岡農業協同組合

株式会社ネクステージ 高岡農業協同組合 株式会社ドウワ工業 株式会社かあてんや 氷見農業協同組合

株式会社加越 かが森林組合 山陽電機株式会社 株式会社ホンダカーズ北陸 いなば農業協同組合

株式会社ホクシン いなば農業協同組合 株式会社ホンダカーズ石川 株式会社カトープレジャーグループ

北日本物産株式会社 北陸スバル自動車株式会社 株式会社武蔵ブライダルズ　MIC事業本部

高岡ガス株式会社 株式会社ADI.G 株式会社白浜

日本瓦斯株式会社 砂山商事株式会社 有限会社オヤシキ商事

株式会社TOKAIホールディングス 株式会社大和 穴吹エンタープライズ株式会社

株式会社ネクシィーズ タウンリード三協株式会社 株式会社ウィルオブ・ワーク

ENEOSグローブエナジー株式会社 株式会社ブランドオフ 株式会社MSK

株式会社赤塚設備 ㈱富山サンダーバーズベースボールクラブ

株式会社紺谷工務店 カネショウ（漁業） 松和産業株式会社 日本郵政株式会社 北陸製菓株式会社

彩造 四国医療器株式会社 TBCグループ株式会社 株式会社フジセイカ

株式会社秀光ビルド 株式会社山岸 株式会社宗重商店 伊藤ハムデイリー株式会社

宮下印刷株式会社 北川瀝青工業株式会社 石川ダイハツ販売株式会社 関東西濃運輸株式会社 株式会社ルバンシュ

能登印刷株式会社 ニューハウス工業株式会社 石川トヨタ自動車株式会社 株式会社カネコ・コーポレーション

株式会社ショセキ 石友ホーム株式会社 株式会社日産プリンス金沢 日総工産株式会社 中部薬品株式会社

富山スガキ株式会社 クラシス株式会社 株式会社金沢ジャーマンベーカリー 株式会社ジェイエスエス 株式会社ヤクルト北陸

株式会社ＴＳＧ 株式会社アイワホーム 富山日野自動車株式会社 綜合警備保障株式会社　西日本採用センター 株式会社西原商会

株式会社広上製作所 株式会社日本ハウスホールディングス 福井トヨタ自動車株式会社 株式会社サンレー　北陸本社 株式会社れん

昭和精工株式会社 塩浜工業株式会社 株式会社ヤオコー セコム北陸株式会社 中部薬品株式会社

津根精機株式会社 株式会社フォレストホームサービス アルビス株式会社 太平ビルサービス株式会社 株式会社エム・ティー・フード

株式会社トランテックス 正栄産業株式会社 ゲンキー株式会社 北陸綜合警備保障株式会社 株式会社ニチダン

山岡石材工業株式会社 株式会社丸善渡辺工務店 石川日産自動車販売株式会社 社会福祉法人徳充会 日清医療食品株式会社　近畿支店

サクラパックス株式会社 株式会社岸グリーンサービス 石川ヤナセ株式会社 株式会社オーイング エームサービス株式会社　北陸事業部

有限会社モメンタムファクトリー 有限会社　森組 株式会社大阪屋ショップ 株式会社アイビックス北陸 株式会社ニチダン　北陸営業所

ヒロセホールディングス株式会社 株式会社ガレージフィックス 株式会社エイジェック 富士産業株式会社　北陸事業部

リコージャパン株式会社　石川支社 石動コーキング株式会社 株式会社クスリのアオキ 株式会社カナモト 株式会社魚国総本社　北陸支社

アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社 有限会社道越設備工業 株式会社スズキ自販北陸 株式会社香輪社 日本海給食株式会社

株式会社アスプコミュニケーションズ ワールドスポーツ株式会社 生活協同組合コープいしかわ 綜合警備保障株式会社 株式会社メフォス　富山事業部

株式会社ブレインアソシエイツ 東和道路株式会社 株式会社丸八 株式会社東祥　ホリディスポーツクラブ　金沢店 シダックス株式会社

株式会社カルディクスエンターテイメント 株式会社メープルハウス 永森商事株式会社 株式会社メフォス

株式会社アビックスタジオ金沢 森永北陸乳業株式会社 株式会社どんたく 株式会社プレステージインターナショナル 富士産業株式会社　富山事業部

株式会社マインドアンドサウンドライフ しあわせお菓子ふらんどーる 株式会社ローソン 株式会社道洋行 ゲンキー株式会社

㈱コマクソン 生活協同組合コープながの 株式会社アウトソーシング エームサービス株式会社

若松梱包運輸倉庫株式会社 ダイヤテックス株式会社　黒部工場 ウエルシアホールディングス株式会社 株式会社フュービック 株式会社イトーヨーカ堂

吉田倉庫株式会社 株式会社サングループ 株式会社ビッグモーター 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 株式会社魚国総本社

塩野義製薬株式会社 ゼビオ株式会社 株式会社センティア 株式会社クスリのアオキ

カナカン株式会社 東邦ゴム工業株式会社 トヨタカローラ岡山株式会社 社会福祉法人希望園 株式会社スギ薬局

株式会社山岸 東和株式会社 株式会社ラケットショップフジ 株式会社チェッカーサポート 株式会社Ｍ．ライブ

株式会社ウェルカム 中越合金鋳工株式会社 株式会社エムテック 鹿児島県体育協会 ウエルシアホールディングス株式会社

株式会社山岸 株式会社浜田鉄工所 株式会社　ネクステージ ＲＩＺＡＰ株式会社 株式会社塩梅

アークランドサカモト株式会社 エイベックス株式会社 ウエルシア薬局株式会社 株式会社カターレ富山 富士産業株式会社

石川ダイハツ販売株式会社 株式会社ロキテクノ 株式会社カーポートマルゼンホールディングス むげんのわグループ 株式会社メフォス　関西事業部

株式会社かあてんや 東海精工株式会社 シミズ薬品株式会社 株式会社ヤマウチ

キャラバンサライ株式会社 株式会社神戸製鋼所　真岡製造所 両備グループ 株式会社rings

石川トヨタ自動車株式会社 相田化学工業株式会社 豊トラスティ証券株式会社 株式会社スポーツフィールド 株式会社ベアーズコーポレーション

ゲンキー株式会社 大和冷機工業株式会社 株式会社富山第一銀行 株式会社エクセリ 株式会社クリエイティブリゾート

株式会社キャン 株式会社高井製作所 のと共栄信用金庫 有限会社真明空調設備

株式会社クスリのアオキ 株式会社小松製作所　コマツ小松工場 きのくに信用金庫 相好株式会社 吉江レディスクリニック

株式会社大創産業 株式会社小松製作所　コマツ粟津工場 JPアセット証券株式会社 一般社団法人レインボージムナステッィクス大潟 医療法人社団澄鈴会　粟津神経サナトリウム

株式会社メガネのハラダ コマツ産機株式会社 株式会社東京スポーツアカデミー 金沢医科大学病院

株式会社どんたく 株式会社曽田製作所 日本生命保険相互会社 株式会社Football 特定医療法人財団　「董仙会」　恵寿総合病院

ユニ－株式会社 理研計器株式会社 医療法人社団　博洋会　藤井脳神経外科病院

有限会社いわ木 大竹電機株式会社 株式会社さくらホーム 防衛省　自衛隊石川地方協力本部 公立羽咋病院

株式会社創研 東建コーポレーション株式会社 法務省　名古屋矯正管区 医療法人社団紫蘭会　医療法人光ヶ丘病院

北陸名鉄開発株式会社 株式会社シンワ 株式会社ニッテイライフ 陸上自衛隊 そらいろ歯科医院

ソレキア株式会社 津南町役場 布袋病院

よろづや観光株式会社 ＵＴテクノロジー株式会社 株式会社ホテルゆのくに 石川県警察本部 社会福祉法人　済生会和歌山病院

株式会社アリスト　金沢駅前ホテル 日幸電機株式会社 有限会社やました 大阪府警察本部

マクドナルド　富山コ空港通り店 アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 ぎんざ紫 警視庁 社会福祉法人　自生園

株式会社サンジュニア ステーキハウス寿楽 埼玉県警察本部 医療法人社団洋和会

株式会社サンウェルズ 株式会社オンワード技研 有限会社ルノアール 静岡県警察本部 社会福祉法人白帆会　美郷保育園

サンケアホールディングス株式会社 コマニー株式会社 TERU 栃木県教員 社会福祉法人白山福祉会　特別養護老人ホーム　桜の丘

SOMPOケアメッセージ株式会社 株式会社城南製作所 滝亭 長野県警察本部 社会福祉法人　善隣福祉会　東玉川善隣保育園

社会福祉法人金沢西福祉会やすはら苑 山岡石材工業株式会社 福井県警察本部 社会福祉法人　新湊福祉会

太平株式会社 医療法人　「社団光仁会」　木島病院 和歌山県警察本部 社会福祉法人　苗場福祉会

日本郵政株式会社 山一精工株式会社 株式会社コスモス薬品 小松市消防本部 株式会社ニフス

光葉スチール株式会社 兵庫県教育委員会 社会福祉法人立野福祉会香野苑

石川県教育委員会 大和電機工業株式会社 社会福祉法人　陽風園 名古屋市消防局 社会福祉法人梨雲福祉会　梨雲苑

新潟県教育委員会 亀谷塗装店 株式会社サンウェルズ 栃木県警察本部 株式会社リボーン

ＫＣＪ ＧＲＰＵＰ株式会社 平林金属株式会社 SOMPOケアメッセージ株式会社 長野県国民健康保険団体連合会

夢咲保育園 印西地区消防組合 新潟市農業協同組合

株式会社ダイナム カニエJAPAN株式会社 社会福祉法人　岩内厚生園 JR東日本スポーツ株式会社

シオタニ株式会社 沖縄共同ガス株式会社

株式会社ミュージック・クラブ 日本郵便株式会社 社会福祉法人聖霊病院　幼保連携型認定こども園　聖霊こども園

株式会社ジョイパック コネクシオ株式会社 福井県民生活協同組合 学校法人金沢学院大学

ウイルフラップ株式会社 株式会社シンメトリア 金沢中央農業協同組合 学校法人みはる学園　みはる幼稚園

北陸綜合警備保障株式会社 株式会社Ｗｉｚ 石川かほく農業協同組合 キッズアカデミー太陽丘こども園

株式会社日本エージェンシー 株式会社デジタル・コミュニケーションズ はくい農業協同組合

株式会社フイックス 中部特機産業株式会社 特定非営利活動法人まほろばクラブ南国 株式会社インターステイト

株式会社シナリオ 株式会社HIT 株式会社フラワーガーデン

株式会社エスアールディー センコー株式会社 JAさくらんぼひがしね 社会福祉法人　福祉楽団

若松梱包運輸倉庫株式会社 株式会社アースメンテナンス 株式会社エルセーヌ・ファクトリー

北國観光株式会社 太田市行政管理公社

関東西濃運輸株式会社 海上自衛隊横須賀地方隊

コーシン・サントリービバレッジ株式会社 石川県教育委員会 公立能登総合病院

株式会社関西丸和ロジステック 学校法人金沢学院大学 石川県庁

九州旅客鉄道株式会社 滋賀県教育委員会 金沢市役所

株式会社丸和運輸機関 富山県教育委員会 小松市役所

ダイセーエブリー二十四株式会社 長野県教育委員会 珠洲市役所

アサヒ飲料販売株式会社 大阪府教育委員会 立山町役場

株式会社SHEMMY 学校法人南陵学園 輪島市役所

関根エンタープライズ 青森県教育委員会 加賀市医療センター

大和郡山市教育委員会 坂城町役場

宮岸株式会社 高知県教育委員会 志賀町役場

セントラルメディカル株式会社 社会福祉法人和敬会　ピノキオナースリースクール

北村電機産業株式会社 こどもプラス金沢教室

ウエルド株式会社 学校法人大原学園　金沢校

株式会社松下サービスセンター

株式会社北陸電機商会 株式会社ダイナム

株式会社アリタ 株式会社レアール

株式会社辻鉄 片山津ゴルフ倶楽部

株式会社明太化成 ウェルネスＮＡＳＰＡ

株式会社小島商店 エアーフロート

株式会社トップ 株式会社ビーンズ

エアスト株式会社 ㈱Fast Fitness Japan

ＡＯＩホールディングス 公益社団法人　日本プロゴルフ協会

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸・小売業

学校教育・学習支援業

複合サービス事業

飲食店，宿泊業

社会保険・社会福祉・介護事業

複合サービス事業

学校教育・学習支援業

サービス業

情報通信業

製造業

運輸業、郵便業

卸・小売業

不動産取引・賃貸・管理業

社会保険・社会福祉・介護事業

複合サービス事業

建設業

製造業

漁業

建設業

人間健康学部　スポーツ健康学科

◆2019-2021年卒　就職・進学先一覧表

農業・林業

建設業

卸・小売業 複合サービス事業

サービス業

芸術学部　

文学部　 経営情報学部　

農業・林業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸・小売業

学校教育・学習支援業

金融業

不動産取引・賃貸・管理業

飲食店，宿泊業

医療業，保健衛生

医療業，保健衛生

飲食店，宿泊業

不動産取引・賃貸・管理業

保険業

公務

サービス業

学校教育・学習支援業

複合サービス事業

社会保険・社会福祉・介護事業

公務

社会保険・社会福祉・介護事業

医療業，保健衛生

金融業

飲食店，宿泊業

卸・小売業

製造業

卸・小売業 サービス業

電気・ガス・熱供給・水道業

複合サービス事業

医療業，保健衛生

社会保険・社会福祉・介護事業

人間健康学部　健康栄養学科

上記以外

飲食店，宿泊業

不動産取引・賃貸・管理業

公務

卸・小売業

金融業

運輸業、郵便業

製造業

サービス業

建設業

情報通信業 卸・小売業 学校教育・学習支援業

サービス業

公務


