
令和２年度卒業生　就職先一覧（延べ人数） 愛知県立半田商業高等学校

分類 事　業　所　名 職種内訳 男 女 分類 事　業　所　名 職種内訳 男 女

愛知製鋼　株式会社 技術学園生 1 （株）白鳩 製造一般職又は保全 2
愛知金属工業(株) 事　務 (株)スガテック名古屋支店 事　務

(株)愛知工範製作所 事　務 (株)SUBARU 航空宇宙カンパニー 技能･製造 1
愛同工業(株) 技能･製造 1 住友重機械建機クレーン(株) 事　務

(株)アドヴィックス 技能･製造 1 1 技能･製造 1
(株)アンセイ 技能･製造 事　務

技能･製造 1 大栄産業(株) 事　務

事　務 大日食品(株) 事　務 1
イヅミ工業(株) 技能･製造 2 技能･製造 1

技能･製造 事　務

事　務 事　務

事　務 営　業

技能･製造 1 竹新製菓(株) 技能･製造

(株)イノアックコーポレーション 技能･製造 1 （株）大和電化工業所 技能一般職（検査・補助作業） 1
技能･製造 1 だるま(株) 販　売

ＣＡＤ ツカサ工業(株) 事　務 1
エスケー化研(株)名古屋工場 事　務 1 筒井工業(株) 技能･製造

事　務 技能･製造 1
販　売 事　務

(株)岡島パイプ製作所 事　務 (株)デンソー 技能･製造 1 1
尾張製粉(株) 事　務 1 (株)デンソーウェーブ 技能･製造 1 1
(株)春日井金型 技能･製造 (株)デンソーダイシン(旧:大信精機(株)) 技能･製造

化成工業(株) 事　務 ＴＯＴＯサニテクノ(株) 技能･製造 1
加藤化学(株) 技能･製造 技能･製造 1
カネハツ食品(株) 技能･製造 事　務

(株)かねふくめんたいパーク 販　売 東海鋼材工業　株式会社 事務職 1
事　務 東海理機　（旧：（株）東海理機製作所） 技能･製造 1

技能･製造 2 (株)トウチュウ 事　務

神原段ボール(株) 技能･製造 東明工業(株) 技能･製造

製造 2 東洋製鉄(株) 事　務

製造軽作業 2 東洋ブレージング(株) 技能･製造 1
(株)キクテック 事　務 1 ＤＯＷＡサーモエンジニアリング(株) 事　務

事　務 トヨタ自動車(株) 技能･製造 2
技能･製造 事　務

(株)キノックス 技能･製造 1 技能･製造 1
協和工業(株) 技能･製造 中野工業株式会社 事務職 1
クアーズテック(株) 事　務 (株)名張製作所 技能･製造 1
(株)グリーンテック 半田西営業所(旧:知多営業所) 検　査 事　務

(株)グリーンテック 半田営業所 検　査 技能･製造 1
アイシン･エーアイ(株) 技能･製造 事　務 1

技能･製造 1 技能･製造

事　務 日進工業株式会社 組付・検査スタッフ 1
アイシン精機(株) 技能･製造 1 日新製鋼(株)衣浦製造所 事　務

(株)コーリツ 技能･製造 (株)日成電機製作所 事　務

技能･製造 日鉄住金テックスエンジ(株)名古屋支店 技能･製造

事　務 日鉄精圧品(株) 事　務

(株)コジマ 技能･製造 日鉄物流名古屋株式会社 物流の操業 1
(株)コデラダイナックス 技能･製造 1 日本高圧電気(株) 技能･製造 1
産業振興(株)名古屋事業所 事　務 事　務

三州野安(株) 技能･製造 技能･製造

(株)サンシュウプレシジョン 技能･製造 日本モザイクタイル株式会社 選別工 1
三明電機(株)大府工場 事　務 （株）半谷製作所 技能職 1
JXTGエネルギー(株)知多製造所 技能･製造 ビューテック(株) 技能･製造 1 2
JFEスチール(株)知多製造所 技能･製造 (株)マキノ 技能･製造
JFEテクノリサーチ(株) 　知多ソリューション本部 技能･製造 1 松浦薬業(株) 技能･製造

技能･製造 (株)松尾製作所 技能･製造 1
事　務 1 丸茂工業(株) 技能･製造

(株)ジュアンビューティ 技能･製造 Man to Man Assist(株) 技能･製造 1
(株)ジーエスエレテック 技能･製造 事　務

技能･製造

事　務

技能･製造 1

日本製鉄(株) 　（旧:新日鐵住金(株)）

三笠電子工業(株)

名城食品(株)

(株)イクヨ

伊藤機工(株)

伊藤精工(株)

ＡＧＣ(株)愛知工場 　(旧:旭硝子(株))

(株)えびせんべいの里

カリモクグループ カリモク家具(株)

（株）河村工機製作所

鬼頭鋼材(株)

(株)鶴弥

東海興業(株)

豊田スチールセンター(株)

(株)ニートレックス本社

日幸ライト工業(株）

製造

R2年度

アイシン辰栄(株)

(株)興和工業所

ジャニス工業(株)

R2年度

製造

住友重機械工業(株)名古屋製造所

大和食品工業(株)

瀧上工業(株)
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分類 事　業　所　名 職種内訳 男 女 分類 事　業　所　名 職種内訳 男 女

盛田(株)小鈴谷工場 事　務 ハートランド(株) 販　売

山崎製パン株式会社 デイリーヤマザキ店舗スタッフ職 1 (株)八神 事　務

(株)山田製作所 技能･製造 (株)ビッグ 販　売

事　務 1 (株)フィットハウス 販　売

技能･製造 (株)フィールコーポレーション 販　売

輸送機工業(株) 技能･製造 丸藤シートパイル(株) 管　理

ユタカフーズ(株) 技能･製造 3 (株)名鉄百貨店 販　売

事　務 1 株式会社　ヤマダヤ ファッションアドバイザー 1
技能･製造 1 リンタツ(株) 技能･製造

(株)LIXILトータルサービス知多業務センター 事　務 あいち知多農業協同組合(JAあいち知多) 事　務 3
リンタツ(株) 技能･製造 1 (株)十六銀行 事　務

山九(株) 東海支店 設　計 知多信用金庫 事　務 3
(株)シモヤ 事　務 西尾信用金庫 事　務 1

事　務 半田信用金庫 事　務 2
技能 1 鈴与レンタカー(株) 事　務

(株)東海興業 事　務 (株)チタコーポレーション 事　務

(株)中村土木建設 事　務 1 八洲建設株式会社 経理一般事務 1
電気 中部電力パワーグリッド株式会社 事　務 1 株式会社　あさくま 接客・調理アシスタント 1

(株)エーシーオー ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　　ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ 熱田神宮宮庁 巫　子

プログラマー 1 いすゞ自動車中部　株式会社 自動車整備士 1
事務職 1 株式会社　柿安本店　東京本部 精肉加工技術 1

(有)エスラインギフ 事　務 (株)札幌かに本家 サービス

株式会社　クエスト 物流倉庫スタッフ 1 株式会社　木曽路 接客 1
(有)シード 事　務 スギー産業(株)知多カントリー倶楽部 受　付

JFE物流中部(株) 技能･製造 1 フリックイン福井　株式会社　アズイン半田インター フロント業務 1
バスガイド (株)萬代 フロント

事　務 税理士法人みらい経営 事　務

販　売 (株)まるは フロント

案　内 (株)モンテグッチ スタッフ

日鉄住金物流名古屋(株) 操業･整備 レイフィールド(株) 美容師補助

日本郵便(株)東海支社 郵便局員 1 1 マツオカ建機(株) 事　務 1
事　務 (株)ユー・エス・エス 事　務

営業掛 1 有限会社　知多自動車学校 事務係 1
名鉄観光バス(株) バスガイド 洋三プラスチックス工業(有) フィットネススタッフ 1
ヤマト運輸(株) 事　務 （株）ＲＡＹＴｒａｃｅ 美容師アシスタント 1
米山運送(株) 事　務 (医)大慧会 飯塚医院 医療事務

アオキスーパー(株) 販　売 1 (医)慈修会 池田歯科 歯科助手 1
ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ(株) 販　売 (医)おかいデンタルクリニック 歯科助手

アルフレッサ(株) 商品管理 リハビリ助手 1
株式会社　石川屋 製造販売 1 介　護

イオンリテール(株) 販　売 2 医療事務 1
(株)エスケーアイ 販　売 (医)赫和会 杉石病院 看護補助　　介護

(株)菓子工房くむら 販　売 (医)スマイル 歯科助手

(株)かねふくめんたいパーク 販　売 (医)スマイルスマイル ファミリー歯科 歯科助手

(有)カレット洋菓子店 販　売 (社)福寿園 事　務

株式会社　コノミヤ　東海事業本部 販売業務 1 (社)成仁会 特別養護老人ホーム メドック東浦 介　護

ゲンキー(株) 販　売 1 (医)る・ぷてぃ・らぱん 歯科助手

(株)三洋商店 事　務 陸上自衛隊 自衛官

(株)ジーフット 販　売 半田市役所 市役所員 1
(株)タイセイサプライ 事　務 知多中部広域事務組合 消防職員 1
(有)田中商店 販　売 知多南部消防組合消防本部 消防職

(株)ＴＤモバイル 販　売 南知多町役場 役場職員

(株)デンソーウェーブ 技能･製造 愛知県警察 警察官 2
(株)東海イエローハット 販　売

(株)トリドール 販　売

中西電機工業(株) 事　務 1
ナゴヤスチール(株) 事　務

建設

運輸
通信

金融

不動産

サービス

(株)大進

エスツーアイ　株式会社

知多乗合(株)

中部国際空港旅客サービス(株)

名鉄海上観光船(株)

公務員
その他

(株)ヤマミ醸造

(株)LIXIL LWTJapan

(医)宏友会

製造

小売

小売

R2年度 R2年度

医療
福祉
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