
＜卒業生数・就職者数・進学者数＞

流通科学大学

学部
2012年度
卒業生数

卒業生数
累計

2012年度
就職者数

2012年度
進学者数

178（9） 4,845 138 4

156（18） 4,132 111 0

90（4） 1,545 64 2

815

424（31） 11,337 313 6

92（6） 2,551 59 0

123（7） 2,737 82 2

215（13） 5,288 141 2

153（4） 1,094 128 0

86（1） 1,036 70 0

239（5） 2,130 198 0

878（49） 18,755 652 8

※2012年度卒業生数のうち、（）の数字は2012年度9月卒業者数

流通科学大学大学院

2012年度
卒業生数

卒業生数
累計

2012年度
就職者数

2012年度
進学者数

2012年度
卒業生数

卒業生数
累計

2012年度
就職者数

2012年度
進学者数

流通科学 22（2） 223 8 0 0 11 0 0

※2012年度卒業生数のうち、（）の数字は2012年度9月卒業者数

博士課程

経営情報学科

計

学部計

サービス産業学部

情報学部

学位

医療福祉サービス学科

計

経済情報学科

観光・生活文化事業学科

修士課程

商学部

学科

流通学科

経営学科

ファイナンス学科

サービス産業学科

計



＜卒業後の進路（主な就職分野）［具体的な就職先等］＞

2012年度　主な内定先 ※業種毎の五十音順

（株）アキュラホーム キムラ海陸通商（株） （株）ベベ
エス・バイ・エル（株） （株）クボタ建機ジャパン （株）ポトマック
（株）きんでん コイズミ照明（株） マックスバリュ西日本（株）
新生ホームサービス（株） （株）高速 （株）マツモトキヨシ
住友不動産販売（株） コーチ・ジャパン（合） （株）マルアイ
セキスイハイム近畿（株） （株）コスモライフ （株）マルナカ
セキスイハイム東四国（株） 山晃食品（株） （株）マルハチ
大和ハウス工業（株） （株）ゼンショク （株）万代
（株）長谷工ライブネット （株）トーホーフードサービス （株）モンテローザ
美樹工業（株） トヨタエルアンドエフ兵庫（株） （株）Ｕ＆Ｓ
（株）伊藤園 （株）ナカシマ （株）ヨドバシカメラ
（株）エーデルワイス 日産プリンス兵庫販売（株） 読売企画開発（株）
エスフーズ（株） 日清テクノス（株） （株）ライフォート
（株）オンワード樫山 ネクスト・ワン（株） （株）ライフコーポレーション
（株）カナエフーズ 藤原産業（株） （株）レリアン
河村電器産業（株） （株）ＭＡＮＩＸ あかし農業協同組合
キッセイ薬品工業（株） （株）マヤテック 尼崎信用金庫
（株）金門製作所 宮野医療器（株） （株）伊予銀行
グローリー（株） 森圓化成（株） ＳＭＢＣフレンド証券（株）
（株）ケーニヒスクローネ （株）山星屋 （株）愛媛銀行
（株）サーフビバレッジ ユーシーシーフーヅ（株） 四国労働金庫
佐藤製薬（株） （株）ルシアン 第一生命保険（株）
ＪＦＥ条鋼（株） （株）ロートレ・アモン 但馬信用金庫
四国化成工業（株） （株）アルカ 丹波ささやま農業協同組合
新日本印刷（株） イズミヤ（株） 但陽信用金庫
スズキ（株） （株）エービーシー・マート 日新信用金庫
富士スチール工業（株） （株）エコリング 播州信用金庫
フジッコ（株） （株）エディオン 姫路信用金庫
プライムデリカ（株） エネクスフリート（株） 兵庫信用金庫
（株）ベイクルーズ 大阪スバル（株） 兵庫西農業協同組合
本部三慶（株） 大阪トヨタ自動車（株） （株）三井住友銀行
六菱ゴム（株） （株）香川ダイハツモータース （株）みなと銀行
山崎製パン（株） （株）関西スーパーマーケット （福）明石恵泉福祉会
（株）湯山製作所 （株）キリン堂 （福）あかり福祉会
インターネットウェア（株） 近畿中四国ペプシコーラ販売（株） （福）淡路市社会福祉協議会
（株）ヴィクサス （株）銀ビルストアー （福）鶯園
（株）ＮＳＤ クオール（株） （福）恵泉寮
（株）国際通信社 （株）神戸マツダ （福）神戸海星会
コムテックサービス（株） （株）光洋 神戸市立社会福祉施設自立センターあづま

（株）サイプレス・ソリューションズ コストコホールセールジャパン（株） （有）日本健康管理システム
さくら情報システム（株） （株）コスモス薬品 日本年金機構
住友化学システムサービス（株） ゴダイ（株） （福）阪神福祉事業団
（株）ソフトウェア・サービス （株）コメリ ファインフォレスト（株）
明治安田システム・テクノロジー（株） （株）サマンサタバサジャパンリミテッド （株）アニヴェルセル
（株）上組 （株）山陽マルナカ （株）１１７
（株）合通 （株）Ｇ－７ホールディングス （株）エイチ・アイ・エス
（株）サカイ引越センター （株）シップス （株）関電パワーテック
山九（株） 上新電機（株） （株）神戸ポートピアホテル
（株）スーパーレックス （株）スギ薬局 広友ホールディングス（株）
大和物流（株） （株）スズキ自販兵庫 （株）スタジオアリス
寺本運輸倉庫（株） （株）セブン－イレブン・ジャパン 全国酪農業協同組合連合会
トレーディア（株） 大黒天物産（株） 一般社団法人全日検
西日本旅客鉄道（株） （株）デミック テンプスタッフ（株）
（株）日新 徳島日産自動車（株） （株）トヨタレンタリース神戸
阪神ロジテム（株） トヨタカローラ兵庫（株） （株）パソナ
日立物流コラボネクスト（株） （株）ナック 兵庫みらい農業協同組合
（株）ベル・エキプ （株）ナフコ 兵庫六甲農業協同組合
北神急行電鉄（株） ネッツトヨタウエスト兵庫（株） 三井住友ファイナンス＆リース（株）
水岩ファッションサービス（株） ネッツトヨタ大阪（株） モラブ阪神工業（株）
郵便事業（株） ネッツトヨタ神戸（株） 郵便局（株）
両備ホールディングス（株） （株）ハートフレンド （株）レント
（株）リョーサン （株）ハローズ ロングライフホールディング（株）
（株）あらた （株）阪食 （株）ワークアカデミー
伊丹産業（株） 姫路三菱自動車販売（株） 大分県庁
伊藤忠エネクスホームライフ関西（株） （株）兵庫朝日販売ホールディング 小野市消防本部
伊藤忠丸紅テクノスチール（株） 兵庫トヨタ自動車（株） 自衛隊
（株）オリバー 兵庫日産自動車（株） 高砂市役所
（株）春日井 兵庫三菱自動車販売（株） 兵庫県警察本部
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