
卒業生は、環境・医薬品・食品・化粧品など多岐にわたる分野で、かつ研究・開発・検査・品質管理・製造の
現場で活躍しています。その評価として、本校は毎年多くの企業様より求人を頂いており、また学生をご採用
下さった企業様からは繰り返し求人を頂くことはもちろん、人員補足の際には本校のみに求人票を出される企
業様も少なくありません。 

求人実績 

求人企業一覧（一部抜粋）[５０音順] 

アース環境サービス㈱ 川辺㈱ 清水鍍研材㈱ 寺田薬泉工業㈱ ファインフーズ㈱ 

㈱アースクリエイト ㈱カンキョウ シミックファーマサイエンス㈱ 天生水産㈱ ㈱ファルコライフサイエンス 

㈱アイコー ㈱環境衛生科学研究所 ㈱ジャパンギャルズ ㈱土井鍍金 ㈱フィールドテック 

㈱アイ・メッツ ㈱環境技術センター ㈱勝光社 ㈱東海テクノ ㈱フォーラムエンジニアリング 

㈱アイメディカル 環境システム㈱ 小厚化成㈱ 東京化成工業㈱ 福井県環境保全協業組合 

アイン食品㈱ 環境保全㈱ (一財)食品薬品安全センター  東興薬品工業㈱ ㈱福山臨床検査センター 

㈱赤川硬質硝子工業所 (一財)関西環境管理技術センター ㈱シンエイ・ハイテック ㈱東洋技研 不二製油㈱ 

赤田善㈱ ㈱関西器材 シンク化学工業㈱ 東洋合成工業㈱ 藤田珈琲㈱ 

アクア環境㈱ 関西コスモ物流㈱ 新興化学工業㈱ 東洋サクセス㈱ フジフーズ㈱ 
ACST-CS㈱ 汽罐化学工業㈱ 神鋼溶接サービス㈱ ㈱東洋電化テクノリサーチ 伏見銘酒協同組合 

アクロストランスポート㈱ 菊水酒造㈱ ㈱新日本科学 東洋ビューティ㈱ 藤本化学薬品㈱ 

アゲハ産業㈱ 稀産金属㈱ 新日本理化㈱ ㈱東洋紡パッケージング・プラン・サービス ㈱フジモトバイオメディカルラボラトリーズ 

㈱ＡＳＡＨＩ キシダ化学㈱ 信和化成㈱ 東和薬品㈱ フソー㈱ 

㈱朝日エンジニアリング ㈱希松 水ｉｎｇ㈱ ドーバー酒造㈱ ㈱不動化学 

㈱アサヒメタル分析センター 北沢薬品㈱ 助川化学㈱ ㈱トービ プロニクス㈱ 

旭鍍金工業㈱ ㈱岐阜セラツク製造所 Spiber ㈱ トーヨーポリマー㈱ プロテインケミカル㈱ 

安達新産業㈱ 京都府鍍金工業組合 住化カラー㈱ ㈱トノハタ ㈱フロンケミカル 

安土産業㈱ 京都薬品工業㈱ 住化テクノサービス㈱ トヨタテクニカルディベロップメント㈱ 豊国製油㈱ 

㈱アトックス 共立薬品工業㈱ ㈱住化分析センター トライボテックス㈱ ㈱朋昆 

㈱アニマルケア ㈱協和エムザ- 住鉱テクノリサーチ㈱ ㈱トランスジェニック ㈱ホゾリサーチセンター 

㈱アベリーノジャパン 協和発酵キリン㈱ 住友化学㈱生物環境科学研究所 ナイス㈱ ㈱堀場テクノサービス 

天野実業㈱ 共和薬品工業㈱ 住友精密工業㈱ 内藤環境管理㈱ ㈱ホルス 

荒川化学工業㈱ 貴和化学品㈱ ㈱住理工テクノ ナガセ医薬品㈱ ホワイト食品工業㈱ 

㈱アルプスビジネスサービス 近畿環境サービス㈱ ㈱生活品質科学研究所 ナガセケムテックス㈱ ㈱マスター 

㈱ＡＬＯＨＡＳＱＵＡＲＥ 近畿環境保全㈱ ㈱精研 ナカライテスク㈱ 松垣薬品工業㈱ 

イオン製薬㈱ 近畿技術コンサルタンツ㈱ 生晃栄養薬品㈱ ㈱ナンバースリー 松田産業㈱ 

石原ケミカル㈱ ㈱近畿予防医学研究所 ㈱成和化成 ㈱西村ケミテック ㈱松田ポンプ製作所 

いであ㈱ ㈱くらし科学研究所 攝津製油㈱ 日栄化工㈱ ㈱松野園製薬所 

㈱イナリサーチ ㈱グランソール免疫研究所 セツナン化成㈱ ㈱ニチノーサービス 丸一㈱ 

乾庄貴金属化工㈱ グレートアンドグランド㈱ ゼネラル化成㈱ ㈱ニッカトー マルイチエクソム㈱ 

上野製薬㈱ ㈱クロバーコスメイク ㈱セプト ㈱日環サービス マルカ食品㈱ 

㈱ウォーターエージェンシー クロマトサイエンス㈱ ㈱セレス 日揮ユニバーサル㈱ 丸大食品㈱ 

㈱宇治香園 ㈱ケー・エー・シー 全星薬品工業㈱ ㈱日建技術コンサルタント マルハ物産㈱ 

㈱ＨＥＲ 健栄製薬㈱ セントラルエンジニアリング㈱ 日興製薬㈱ ㈱丸山工業所 

㈱栄養・病理学研究所 ㈱公害防止機器研究所 ㈱ソーラー 日清オイリオグループ㈱ 三木理研工業㈱ 

エコア㈱ ㈱高上馬 ソレックス㈱ 日鉄住金テクノロジー㈱ 三国㈱ 

㈱エコロジカル・サポート ㈱ 高南無機 ㈱第一化成 日東薬品工業㈱ ㈱ミスミ 

㈱エスアールエル 神戸ハーバーランド免疫療法クリニック 第一稀元素化学工業㈱ ニプロファーマ㈱ ㈱三井化学分析センター 

エスアールジャパン㈱ 交洋ファインケミカル㈱ 大栄環境㈱ 日本イットリウム㈱ ㈱ミック・ケミストリー 

ＳＣ有機化学㈱ 小島化学薬品㈱ ㈱ダイショウー 日本エコテック㈱ 三口産業㈱ 

エステートケミカル㈱ ㈱コスモ化成 大信ペイント㈱ 日本エックス線検査㈱ ㈱三菱化学アナリテック 

㈱NSC コスモルブサービス㈱ 大成薬品工業㈱ 日本エマルジョン㈱ 三菱マテリアル㈱ 

ＮＳファーファ・ジャパン㈱ ㈱コダマ ㈱ダイゾー ㈱日本化学工業所 三星インキ㈱ 

エフピー㈱ 国光鍍金工業㈱ 大泰化工㈱ 日本化薬㈱ 三星化学工業㈱ 

㈱エフピコ 小西製薬㈱ 大地化成㈱ 日本環境分析センター㈱ 三津和化学薬品㈱ 

ＭＳＤ㈱ ㈱コベルコ科研 ㈱大同分析リサーチ 日本クレア㈱ ㈱みどり会 

エムケーシー工業㈱ 米田薬品工業㈱ 大松食品㈱ 日本コルマー㈱ (一財)ミネラル研究会 

㈱エルエフ関西 近藤造酢㈱ 太陽鉱工㈱ ㈱日本食品エコロジー研究所 ミヤリサン製薬㈱ 

圓商産業㈱ 第一商事㈱ 大洋香料㈱ (一財)日本食品分析センター ミヨシ油脂㈱ 

㈱オーアンドケー 堺化学工業㈱ 大和化学工業㈱ 日本ステリ㈱ ミリオン化学㈱ 

オーエム工業㈱ ㈱サカイ生化学研究所 ㈱大和工場 日本設備保全㈱ ミンミン食品㈱ 

尾池工業㈱ サツマ化工㈱ 大和サービス㈱ 日本セラミック㈱ 名糖産業㈱ 

大浦貴金属工業㈱ 佐藤グループ ㈱田岡化学分析センター 日本総研㈱ ㈱メタルカラー 

大蔵製薬㈱ ㈱サニックス 高市製薬㈱ ㈱日本総合科学 ㈱メディネット 

大阪化学薬品㈱ 三栄源エフ・エフ・アイ㈱ ㈱髙岡化学工業所 日本測器㈱ モラブ阪神工業㈱ 

大阪環境保全㈱ ㈱サンエース ㈱タカダ ㈱日本電気化学工業所 ㈱MORESCO 

㈱大阪血清微生物研究所 サンエス㈱ 高田香料㈱ (一財)日本品質保証機構 ㈱モレスコテクノ 

大阪香料㈱ ㈱三協 ㈱高長 日本フレーバー工業㈱ ㈱八代 

大阪真空工業㈱ 三協熱研㈱ タキロン㈱ ㈱日本プロトン 山桂産業㈱ 

大阪大学微生物病研究所 ㈱産業分析センター ㈱竹内電化 日本マテリアル㈱ 山越㈱ 

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ 三恵㈱ 武田技研サービス㈱ 日本水処理工業㈱ ヤマサ蒲鉾㈱ 

大阪電鍍化学工業㈱ 参天製薬㈱ ㈱タツタ環境分析センター 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ ㈱山豊 

㈱大阪鉛錫製錬所 サンメディカル㈱ 辰巳油化㈱ ㈱日本ラスパート ヤマトヨ産業㈱ 

(地独)大阪府環境農林水産総合研究所 ㈱三友化学研究所 立山化成㈱ 日本ランチェスター工業㈱ (一社)山梨県食品衛生協会 

大阪薬研㈱ 三洋エナジー南淡㈱ 田中熱工㈱ 日本リサイクルセンター㈱ 山仁産業㈱ 

大塚食品㈱ ㈱三洋化学研究所 タマノイ酢㈱ 日本ワコン㈱ 山芳製菓㈱ 

大橋化学工業㈱ 三洋化成工業㈱ ㈱タムラ製作所 ㈱ノースイ UACJ㈱ 

岡田紙業㈱ 三要電熱工業㈱ ㈱中研コンサルタント ㈱ハーモニックス ユーデングループHD㈱ 

㈱オキナ ㈱サンヨーメディカル 中外製薬工業㈱ ㈱バイオジェノミクス 有機合成薬品工業㈱ 

奥野製薬工業㈱ ㈱シー・アイ・シー 中国精油㈱ ㈱ハイビック平田 ㈱雪の元本店 

㈱奥村坩堝製造所 ㈱シーディア 長生堂製薬㈱ ㈱ハタ ㈱ユニカル 

オタフクソース㈱ ㈱ＧＧコーポレーション 塚本鍍金工業㈱ ㈱ハチオウ ㈱夢真ホールディングス 

オテック㈱ ㈱ジーンデザイン 辻本化学工業㈱ パナソニック㈱解析センター ㈱吉田ＳＫＴ 

小名浜製煉㈱ JX金属商事㈱ 鶴原製薬㈱ ㈱浜松ファーマリサーチ ライブラナチュテラピー㈱ 

オリエンタルケミカル㈱ ＪＣＲファーマ㈱ ㈱DNPファシリティーサービス ハヤシ アグロサイエンス㈱ ㈱リヴァックス 

オリジン東秀㈱ ㈱JTクリエイティブサービス ㈱Ｄｅａｒ Ｌａｕｒａ 林純薬工業㈱ 理研ビタミン㈱ 

花王㈱ ジェイティプラントサービス㈱ 帝国イオン㈱ 阪和工業㈱ ㈱リリィフォース 

(一財)カケンテストセンター ㈱ジェー・エー・シー 帝国技研㈱ ㈱ヒガシ化学 リンパ球バンク㈱ 

化研テック㈱ 塩野香料㈱ ㈱デイリーフーズコーポレーション 光硬質鍍金工業㈱ レジノカラー工業㈱ 

笠野興産㈱ ㈱ジオリゾーム ㈱テクノーブル ㈱兵庫分析センター ㈱レナテック 

㈱片山化学工業研究所 至誠堂製薬㈱ テクノス三原㈱ ㈱日吉 ロート製薬㈱ 

カネ美食品㈱ ㈱地盤試験所 テクノロール㈱ ㈱ヒラカワガイダム 湧永製薬㈱ 

㈱河鶴 ㈱島津アクセス ㈱テトラ ㈱ヒロセ ㈱和光ケミカル 

川西航空機器工業㈱ ㈱島津テクノリサーチ テバ製薬㈱ 広野化学工業㈱ 


