
2020年5月28日現在 資料
企業　216名 セキスイハイム中四国株式会社 株式会社三重銀行 リーフラス株式会社（２名）

アサヒ飲料販売株式会社 株式会社セルゲートジャパン 美樹工業株式会社 幼児活動研究会株式会社（３名）
青野スポーツ施設株式会社 積水ハウス不動産関西株式会社 都工業株式会社 ザ・ココナツウエルネスクラブ朝生田
Ｒホテルズインターナショナル株式会社 静銀ティーエム証券株式会社 村中医療器株式会社 マコトスポーツ有限会社
株式会社ＡＯＫＩ ゼット株式会社 明治安田生命保険相互会社 サンクセルクル株式会社
アイ・ケイ・ケイ株式会社 ゼビオホールディングス株式会社（２名） 森下弁柄工業株式会社 テニスハウスLet`sPlay
アロージャパン株式会社 綜合警備保障株式会社 株式会社モリエン 株式会社MFM.FACTORY
株式会社AbemaProduction 株式会社タスクフォース 株式会社モリヤマスポーツ 鹿児島県体操協会
株式会社アントワークス 株式会社タカミエンジ ヤンマーキャステクノ株式会社 みずふね体操クラブ
株式会社ARKS ＴＡＩＨＯＵ ＣＯＮＳＴＲＡＣＴＩＯＮ 株式会社ヤマウチ ノアインドアステージ株式会社
伊丹産業株式会社 株式会社匠工房 株式会社山星屋 神戸ジュニア体操クラブ
ＥＬＪソーラーコーポレーション株式会社 大和冷機工業株式会社 山口銀行 株式会社ルネサンス
岩谷瓦斯株式会社 株式会社ダイキョウ 株式会社ヤマダ マック体操クラブ
株式会社イッキクリエイション 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 株式会社湯山製作所 株式会社東大阪スタジアム
株式会社一条工務店 ダイワロイヤル株式会社 株式会社ユニクロ コナミスポーツ株式会社
イオンリテール株式会社 中央自動車工業株式会社（２名） 株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 神戸 GRAND STONE
株式会社ウィルグループ つるや株式会社（つるやゴルフ） 雪印種苗株式会社 一般社団法人アスルクラロスポーツクラブ

株式会社エム・トラスト 株式会社鶴見製作所 株式会社ヨドバシカメラ 株式会社ウエルネス
株式会社Ｓ－ＦＩＴ デサントジャパン株式会社 米盛建設株式会社 株式会社ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

株式会社ＭＲＳ 鳥取トヨタ自動車株式会社 好川産業株式会社 株式会社ＴＨＩＮＫフィットネス
エンパイヤ自動車株式会社 株式会社東海大阪レンタル 株式会社ライフコーポレーション 株式会社ＦＥＥＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ

株式会社エキップ 東邦自動車株式会社 リゾートトラスト株式会社（３名） 株式会社ティップネス
株式会社Ｅｎｊｉｎ トヨタカローラ南海株式会社 レイス株式会社 株式会社ＬＩＦＥ ＣＲＥＡＴＥ
株式会社ＮＳサービス 土佐ガス株式会社 株式会社レンタルのニッケン（２名） 株式会社ＡＴＨＥＲ
株式会社エイチ・アイ・エス 鳥取いなば農業協同組合 株式会社レンタルのニッケン スポーツコミュニティ株式会社
株式会社大塚商会 東洋証券株式会社 株式会社ロジカルスタジオ 医療・福祉　10名
王子コンテナー株式会社 東京ファブリック工業株式会社 和歌山県農業協同組合連合会 放課後デイサービスこころの友
大和ハウス工業株式会社 東海旅客鉄道株式会社 ワタキューセイモア株式会社 医療法人天心会　松本歯科医院
大阪ガスリキッド株式会社 東建コーポレーション株式会社 株式会社ワキタ テルモ株式会社
株式会社大塚商会 株式会社永川組建設 株式会社ワークポート 医療法人良花会　整形外科とくはらクリニック

大阪厚生信用金庫（２名） 株式会社日本通信サービス 公務員(教員除く)62名 リラクゼーションサロン　ここもむ
株式会社オンテックス 日本酪農協同株式会社 大阪府警察本部(9名) 社会福祉法人ラポール会
川島商事株式会社 西日本旅客鉄道株式会社（５名） 兵庫県警察本部(4名) 医療法人陽心会大道中央病院
川重冷熱工業株式会社 日清オイリオグループ株式会社 徳島県警察本部(2名) 一般社団法人MDI
鹿児島トヨタ自動車株式会社 株式会社ニシキ商会 警視庁 株式会社ハーベスト（アプリシェイトグループ）

喜多機械産業株式会社 株式会社日本ケイテム 山梨県警察本部 株式会社ビーナス
株式会社北川鉄工所 日本郵便株式会社 鳥取県警察本部 プロ・実業団　28名
紀南河川国道事務所 ニコニコのり株式会社 沖縄県警察本部 【ｻｯｶｰ】北海道コンサドーレ札幌
株式会社ギャラリーレア ニプロファーマ株式会社 滋賀県警察 【ｻｯｶｰ】湘南ベルマーレ
国元商会株式会社 日産大阪販売株式会社（３名） 愛知県警察本部 【ｻｯｶｰ】サガン鳥栖
クオレ株式会社 株式会社日興商会（２名） 岡山県警察本部 【ｻｯｶｰ】伊賀フットボールクラブ
クラブツーリズム株式会社 株式会社ネクステージ（３名） 愛媛県警察本部 【ｻｯｶｰ】愛媛FCレディース
株式会社ゲオホールディングス ネッツトヨタ名古屋株式会社 静岡県警察本部 【ｻｯｶｰ】ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

株式会社コプロ・エンジニアード 株式会社ハロネット 大阪市消防局(5名) 【ｻｯｶｰ】ツエーゲン金沢
神戸トヨペット株式会社（４名） 阪急電鉄株式会社 尼崎市消防局(3名) 【ｻｯｶｰ】クローバー米子フィオーレFC

小松鋼機株式会社 株式会社長谷工リフォーム 堺市消防局(2名) 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】北陸電力ブルーサンダー(２名)

国分西日本株式会社 株式会社ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 岩国地区消防組合 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】ｼﾞｰｸｽﾀｰ東京
株式会社ＣＯＮＹ　ＪＡＰＡＮ 株式会社パロマ 和歌山市消防局 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】トヨタ紡織九州ﾚｯﾄﾞｲﾝﾊﾟﾙｽ

株式会社コーアツ パラマウントケアサービス株式会社 和泉市消防本部 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】ｲｽﾞﾐﾒｲﾌﾟﾙﾚｯｽﾞ
株式会社神戸マツダ パナソニック防災システムズ株式会社 泉州南消防組合 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】三重バイオレットアイリス

株式会社興徳クリーナー 株式会社広島マツダ 能美市消防本部 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】北國銀行
株式会社 高知銀行 株式会社百十四銀行 西宮市消防局 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】山口銀行
株式会社コスモネット 東山産業株式会社（２名） 八千代市消防本部 【ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ】HC名古屋
株式会社コミュースタイル 株式会社ﾋﾞｯｸﾞﾓｰﾀｰ(ﾋﾞｯｸﾞﾓｰﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ４名) 豊田市消防本部 【野球】JFE西日本
株式会社サニックス ビューテック株式会社 大東四條畷消防組合 【野球】マツゲン箕島
佐竹食品株式会社 株式会社富士通パーソナルズリテールサービス 男鹿地区消防一部事務組合消防本部 【野球】関西独立リーグ　06Bulls
株式会社サイゼリヤ 株式会社富士ハウジング 姫路市消防局 【ﾗｸﾞﾋﾞｰ】セコム
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 株式会社福屋ホールディングス 島本町消防本部 【ﾗｸﾞﾋﾞｰ】丸和運輸
佐川急便株式会社 株式会社フジデン 海南消防本部 【ﾗｸﾞﾋﾞｰ】リコー
株式会社サプライ 株式会社フルステージ 御殿場市・小山町広域行政組合 【ﾗｸﾞﾋﾞｰ】クボタ
シンコール株式会社 富士ソフト株式会社 鳥取県東部広域行政管理組合　消防局 【ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ】兵庫デルフィーノ
信和建設株式会社 株式会社富士通パーソナルズリテールサービス 貝塚市消防本部 【ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ】JAぎふ
信和ゴルフ株式会社 株式会社ファーストステージ 法務省　矯正局　熊本刑務所 【柔道】株式会社興徳クリーナー
株式会社島津総合サービス 不二電機株式会社 法務省　矯正局　沖縄刑務所 【水上競技】JFEウイング
株式会社四国銀行 ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社（２名） 広島拘置所 自営・個人事業　3名
自分未来きょういく株式会社 株式会社物流システム研究所 大阪拘置所 金岡孝明税理士事務所
ジーライオングループ 株式会社プレサンス住販 隠岐の島町役場 個人事業トレーナー(2名)
株式会社ジンズ 株式会社ベネフィットジャパン 三重県庁 進学・留学　14名
株式会社ジップ ホシザキ京阪株式会社 防衛省　陸上自衛隊(3名) 大阪体育大学大学院(7名)
株式会社GMT 北極星産業株式会社 防衛省　航空自衛隊 早稲田大学大学院(2名)
ジェイアール西日本商事株式会社 株式会社豊徳 皇宮警察本部 森ノ宮医療学園専門学校
株式会社ジーライオン 株式会社ボディワークホールディングス 海上保安庁 神戸親和女子大学
株式会社スズキ自販近畿 ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ株式会社 学校　106名 カナダ
住友不動産販売株式会社(２名) 株式会社ボディセラピストエージェンシー ※別紙 ドイツ
株式会社スポーツショップキムラ 株式会社マルハン　京都本社 スポーツ関連　34名 スペイン
スターティア株式会社 株式会社丸和運輸機関（２名） 公益財団法人鳥取県体育協会 未定　15名
株式会社スポーツニッポン新聞社 丸紅エネルギー株式会社 株式会社ＡＴＨＥＲ 活動中(15名)
スターティアラボ株式会社 丸一切削工具株式会社 株式会社メディロム・ヒューマン・リソーセス その他　14名
スクールバス空間設計株式会社 株式会社ＭｙＤＯ企画 オセアン滋賀株式会社 JICA 青年海外協力隊
株式会社スマートバリュー 株式会社マナベインテリアハーツ 株式会社ヤマウチ 2020東京五輪公式ボランティア
セコムジャスティック株式会社 ミナト医科学株式会社２名） 富山県西部体育センター アルバイト(11名)・帰国
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