
企業名 職種1 就業場所 職種2 就業場所 職種

1 旭電機商事株式会社 営業担当 呉市 現場管理 呉市 他募集職種あり

2 味日本株式会社 食品製造機械のメンテナンス 広島市南区 粉体混合作業 広島市南区 他募集職種あり

3 株式会社アンフィニ広島 自動車整備士 呉、広及び広島市内

4 株式会社岩本商店 運転手（回収作業） 呉市
グループ会社を含む事務全般

（経理・人事・総務）
呉市

5 王子エンジニアリング株式会社　呉事業部 技能職（電気系） 呉市 技能職（機械系） 呉市

6 株式会社大之木ダイモ
現場管理

（船舶居住区の内装及び木工工事）
呉市 リフォーム営業/呉市中央 呉市 他募集職種あり

7 大橋工業株式会社 プレス工 呉市安浦町 溶接作業 呉市安浦町

8 株式会社オクヒラ 鋼管類の入出荷 東広島市黒瀬町丸山

9 海生産業株式会社 港湾荷役業務・運転手 呉市広末広

10 神鋼環境メンテナンス株式会社
(正)公共プラント設備管理技術員

（運転員）広島県安芸郡
安芸郡坂町

11 鎌田特殊鋼株式会社 鋼材の製造スタッフ(東広島) 東広島市
鋼材の近距離ルート配送ドライバー

(東広島)
東広島市

12 かめや釣具株式会社 店舗販売スタッフ/呉店 呉市阿賀中央 店舗販売スタッフ/東広島店 東広島市西条町田口

13 株式会社木下製作所 機械加工 広島市 鋳造作業（造型・溶解・仕上げ） 広島市 他募集職種あり

14 極東興和株式会社 土木施工管理 広島市

15 株式会社きんでん　中国支社 安全品質管理/広島市～呉・東広島方面 広島市・東広島市 電気技術者/広島市～呉・東広島方面 広島市・東広島市

16 株式会社　クレーンメンテ広島 天井クレーンのサービスエンジニア 東広島市志和町

17 呉伸工業 株式会社 設計・生産管理・製造技術 呉市吉浦新町（本社）

18 株式会社 クレテック 　 制御盤・分電盤の設計、製作 呉市

19 ゲイソー・ロジスティクス株式会社 入出庫オペレーター（夜勤） 東広島市志和町 事務職（配車担当者） 東広島市志和町

20 寿電気工業株式会社 施工管理者 呉市 電気工事作業者 呉市

21 昭和金属工業株式会社 プレス作業員 安芸郡海田町 ロボット溶接工 安芸郡海田町

22 新日本造機株式会社 呉製作所 安全管理 呉市広末広 組立工 呉市広末広 他募集職種あり

23 株式会社すぎはら 品質管理 広島市安芸区 設備保全 広島市安芸区 他募集職種あり

24 西濃運輸株式会社　東広島営業所 ２t・４tドライバー 東広島市

25 株式会社全珍 製造・包装 呉市広末広

26 株式会社ソルコムマイスタ
電気通信工事関連の調査設計・

施工保守
安芸郡海田町南明神町

27 株式会社ダイキ 請負管理者 呉市 現場請負プロジェクト管理者 呉市 他募集職種あり

28 ダイクレ興産株式会社 電気設備保全 呉市 船舶塗装業務 呉市昭和町

29 田中電機工業株式会社 電子回路設計 広島市南区 ＰＣソフト設計 広島市南区 他募集職種あり

30 中外テクノス株式会社 構造物調査技術者 広島市西区横川新町 システムエンジニア・プログラマ 広島市西区横川新町 他募集職種あり

31
岩国防衛事務所呉地区

独）駐留軍等労働者労務管理機構

重量装置機械工フォーマンA/江田島

（BWT2-7/2-8）
秋月弾薬庫（江田島市）

エンジニアリング専門職

（BWT1-5/1-6）
呉第六突堤（呉市） 他募集職種あり

32 中国ガス機器株式会社 プロパンガス充填･配送・検針業務 音戸町

33 中国工業株式会社 商品開発・研究開発・経営管理 呉市広名田1丁目

34 中国木材株式会社 検査及び製材　等 呉市 工場内運搬作業員 呉市

35 株式会社テクニスコ　広島工場 精密微細部品の加工・製造 呉市広多賀谷
精密微細部品の最終検査業務

（寸法および外観検査）
呉市

36 東和エンジ株式会社
発電所定期点検業務

(広島市南区仁保沖町)
広島市南区仁保沖町 回転機械の整備業務(安芸郡府中町) 広島県安芸郡府中町

37 株式会社トーキン 機械工・工作機械のオペレーター 呉市仁方町

38 株式会社　奈良運送 ドライバー（4ｔトラック） 呉市 ドライバー（10ｔトラック） 呉市 他募集職種あり

39 株式会社西井製作所 総務 安芸郡海田町 営業 安芸郡海田町 他募集職種あり

40 株式会社西岡工業 保全業務（機械） 広島市 保全業務（電気） 広島市

41 西尾レントオール株式会社　西中国営業部 技術職(ﾒｶﾆｯｸ)/福山営業所 福山市 技術職(ﾒｶﾆｯｸ)/竹原市 竹原市 他募集職種あり

42 株式会社ハマダ 設計・生産技術（主任クラス） 東広島市八本松 社内情報システム（社内SE） 安芸郡府中町

43 有限会社　林工業所 研磨工 広島市安芸区瀬野町

44 広島綜合警備保障株式会社　東広島支社 技術職 東広島市 技術職/広島南支店 広島市南区 他募集職種あり

45 広島トクヤマ生コン株式会社 総務・経理（幹部候補） 本社（安芸郡坂町） 総務・経理（管理者） 本社（安芸郡坂町）

46 株式会社フォースワン 設備保全 呉市郷原町 プレス工 呉市郷原町 他募集職種あり

47 富士機械工業株式会社　八本松製作所 製造組立 東広島市 工務・調達 東広島市

48 双葉工業株式会社
生産技術（プレス技術・車体技術）

および研究開発・商品設計

広島市南区大州・安佐北区深川（希

望によるいずれか）
品質管理スタッフ＜品証部＞ 広島市南区大州 他募集職種あり

49 株式会社フルサワ 大型運転手 江田島市 天井クレーンオペレーター 江田島市 他募集職種あり

50 ベバストジャパン株式会社
物流管理

（サプライチェーンマネジメント）
東広島市 経理職 東広島市 他募集職種あり

51 マイクロンメモリジャパン合同会社Ｆａｂ15 自動搬送設備管理・保全テクニシャン 東広島市吉川工業団地 生産技術 プロセステクニシャン 東広島市吉川工業団地 他募集職種あり

52 株式会社　前田組 建築現場管理業務（呉） 呉市昭和町

53 株式会社マスヤ工業 機械工、組立工 呉市阿賀南

54 マルハニチロ株式会社　広島工場 冷凍食品の製造 広島市中区
品質管理、商品管理、商品開発、

生産管理、総務の経理等
広島市中区

55 宮川化成工業株式会社 広島事業部 プラスチック成形のオペレーター 東広島市志和町

56 有限会社武蔵サービス 土木建設作業・現場管理/工場内現場管理者 呉市 一般事務/総務管理 呉市

57 両備トランスポート株式会社　広島支店
コンクリートミキサー車乗務員

（大型/安芸営業所）東広島

東広島市西条町

セメント安芸営業所

コンクリートミキサー車乗務員

（大型/広島営業所）広島

広島市南区出島

(広島支店ｾﾒﾝﾄ広島営業所)

58 株式会社リョーキ 機械・点検・メンテナンス 呉市郷原 機械・点検・メンテナンス 東広島市志和 他募集職種あり

59 株式会社エブリイ 店舗スタッフ(幹部候補)/広島エリア
呉市内、安芸郡内、広島市内、

東広島市内、竹原市内

60 株式会社ディスコ 広島事業所
精密加工装置の組み立て・

生産設備のメンテナンス
呉工場又は桑畑工場 製造工程管理 桑畑工場
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