
＜卒業生数・就職者数・進学者数＞

流通科学大学

学部
2013年度
卒業生数

卒業生数
累計

2013年度
就職者数

2013年度
進学者数

187（9） 5,032 141 5

103（10） 4,235 78 2

66（4） 1,611 48 0

0 815 0 0

356（23） 11,693 267 7

総合政策学部 1 1 0 0

86(11） 2,637 49 1

131（12） 2,868 89 2

217（23） 5,505 138 3

153（8） 1,247 116 0

93（4） 1,129 85 0

246（12） 2,376 201 0

820（58） 19,575 606 10

※2013年度卒業生数のうち、（）の数字は2013年度9月卒業者数

流通科学大学大学院

2013年度
卒業生数

卒業生数
累計

2013年度
就職者数

2013年度
進学者数

2013年度
卒業生数

卒業生数
累計

2013年度
就職者数

2013年度
進学者数

流通科学 19（1） 242 3 0 0 11 0 0

※2013年度卒業生数のうち、（）の数字は2013年度9月卒業者数
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<卒業後の進路（主な就職分野）[具体的な就職先等] >

（株）アマデラスホールディングス 伊丹産業（株）
新生ホームサービス（株） 伊藤忠エネクスホームライフ関西（株）
住友不動産販売（株） 東証１部 イトキン（株）
積水ハウス（株） 東証１部 井上定（株）
大和ハウス工業（株） 東証１部 （株）ウエシマコーヒーフーズ
（株）日住サービス 東証２部 栄光商事（株）
阪神ホーム（株） （株）エフティコミュニケーションズ ジャスダック

（株）福屋工務店 （株）大阪めいらく
（株）プレサンスコーポレーション 東証２部 （株）大塚商会 東証１部
吉富住宅（株） （株）カーチスホールディングス 東証２部
（株）リブライフ 加藤産業（株） 東証１部
立建設（株） （株）ガリバーインターナショナル 東証１部
（株）レオパレス２１ 東証１部 （株）京都西川
アークハリマ（株） （株）廣記商行
（株）伊藤園 東証１部 （株）高速 東証１部
エスフーズ（株） 東証１部 （株）ココカラファイン 東証１部
エム・シーシー食品（株） 小林産業（株） 東証１部
（株）オイシス 三喜商事（株）
（株）岡村製作所 東証１部 （株）シティーヒル
（株）加美乃素本舗 （株）スズキ販売西兵庫
菊水化学工業（株） 名証２部 （株）スズケン 東証１部
協和スチール（株） （株）たけでん
極東開発工業（株） 東証１部 （株）チュチュアンナ
（株）キンレイ （株）ＴＯＫＡＩホールディングス 東証１部
クリナップ（株） 東証１部 トーホーグループ 東証１部
桑村繊維（株） （株）ドッドウエルビー・エム・エス
神戸合成（株） トヨタエルアンドエフ兵庫（株）
コスモ工機（株） （株）ナカシマ
（株）小林製作所 （株）ナベショー
（株）山陰中央新報社 西日本三菱自動車販売（株）
四国コカ・コーラボトリング（株） （株）日伝 東証１部
（株）神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 日繊商工（株）
全農パールライス西日本（株） ネクスト・ワン（株）
大東精機（株） パナソニックエイジフリーショップス（株）
大和冷機工業（株） 東証１部 （株）ビッキー
辰巳化学（株） （株）平田タイル
つるや（株） （株）フォーバル ジャスダック

東亜レジン（株） 藤原産業（株）
東京シャツ（株） フルサト工業（株） 東証１部
ネグロス電工（株） 松本鋼機（株）
阪神内燃機工業（株） 東証２部 マンカシステムサービス（株）
フジッコ（株） 東証１部 宮野医療器（株）
フランスベッド（株） 東証１部 むつみ（株）
（株）ベイクルーズ ユーシーシーフーヅ（株）
平和（株） リコージャパン（株）
（株）ポンパドウル （株）菱和
本部三慶（株） （株）ロートレ・アモン
（株）三木樹脂工業 アークランドサカモト（株） 東証１部
六菱ゴム（株） 青山商事（株） 東証１部
森合精機（株） （株）あさひ 東証１部
（株）ユーハイム アビリティーズ・ケアネット（株）
（株）由利 アプライド（株） ジャスダック

リックス（株） 東証２部 イオンリテール（株）
（株）ロック・フィールド 東証１部 イズミヤ（株） 東証１部
アートコーポレーション（株） 東証１部 伊藤ハムフードソリューション（株）
味の素物流（株） （株）イング
岡山県貨物運送（株） 東証２部 （株）エービーシー・マート 東証１部
（株）上組 東証１部 （株）ＳＤモバイル
近畿日本鉄道（株） 東証１部 エネクスフリート（株）
コイズミ物流（株） （株）オークワ 東証１部
国際コンテナ輸送（株） 大阪トヨタ自動車（株）
コマツ物流（株） （株）カノー
（株）サカイ引越センター 東証１部 （株）関西ケーズデンキ
山九（株） 東証１部 （株）関西スーパーマーケット 東証１部
山陽自動車運送（株） （株）関西マツダ
神姫バス（株） 東証２部 （株）九九プラス
神鋼物流（株） （株）キリン堂 東証１部
（株）スーパーレックス （株）近畿クボタ
センコー（株） 東証１部 キンキテレコム（株）
大和物流（株） クインオートグループ
帝産観光バス（株） （株）クロスカンパニー
トナミ運輸（株） 神戸トヨペット（株）
トランコム（株） 東証２部 （株）神戸マツダ
トレーディア（株） 東証２部 コーナン商事（株） 東証１部
西日本旅客鉄道（株） 東証１部 （株）コスモス薬品 東証１部
日本コンテナ・ターミナル（株） ゴダイ（株）
日本コンテナ輸送（株） （株）コックス ジャスダック

阪急電鉄（株） 東証１部 （株）コメリ 東証１部
東日本旅客鉄道（株） 東証１部 （株）ゴルフパートナー
姫路合同貨物自動車（株） （株）ザグザグ
福山通運（株） 東証１部 （株）サマンサタバサジャパンリミテッド マザーズ
（株）ベル・エキプ （株）サンドラッグ 東証１部
森本倉庫（株） （株）山陽マルナカ
旭食品（株） （株）Ｇ－７ホールディングス 東証１部
アシックス販売（株） （株）ジェイアール西日本伊勢丹
亜信国際貿易（有） （株）しまむら 東証１部
（株）イケガミ （株）ジャパンビバレッジホールディングス
泉平（株） 上新電機（株） 東証１部
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（株）スギ薬局 東証１部 日本アジア証券（株）
（株）スズキ自販兵庫 東証１部 播州信用金庫
（株）セブン－イレブン・ジャパン 東証１部 姫路信用金庫
第一電子（株） 兵庫信用金庫
（株）ダイエー 東証１部 兵庫西農業協同組合
大黒天物産（株） 東証１部 兵庫南農業協同組合
タキヤ（株） 兵庫六甲農業協同組合
（株）ツルハホールディングス 東証１部 （株）保険デザイン
テレコムサービス（株） ほけんの窓口グループ（株）
トヨタカローラ兵庫（株） 三井生命保険（株）
（株）トライアルカンパニー （株）みなと銀行 東証１部
（株）ナガタ薬品 みのり農業協同組合
（株）ナック 明治安田生命保険（相）
（株）ナフコ ジャスダック （株）あきんどスシロー
日産プリンス兵庫販売（株） （株）エー・ピーカンパニー
日本食研（株） （株）くらコーポレーション 東証１部
（株）ネクステージ （株）神戸ポートピアホテル
ネッツトヨタゾナ神戸（株） （株）ココスジャパン ジャスダック

（株）ハークスレイ 東証１部 （株）サイゼリヤ 東証１部
（株）バイク王＆カンパニー 東証２部 （株）サンパーク
（株）ハナテン 東証２部 （株）新神戸ホールディング
浜屋（株） （株）スーパーホテル
（株）パル 東証１部 （株）大庄 東証１部
はるやま商事（株） 東証１部 （株）ダイヤモンドダイニング ジャスダック

（株）ハローズ ジャスダック （株）東急リゾートサービス
姫路三菱自動車販売（株） （株）トリドール 東証１部
兵庫スバル自動車（株） （株）バサラダイニング
兵庫ダイハツ販売（株） （株）ポッカクリエイト
兵庫トヨタ自動車（株） （株）ホテルニューアワジ
兵庫日産自動車（株） （株）ホロニック
兵庫三菱自動車販売（株） （株）物語コーポレーション ジャスダック

ヒラキ（株） 東証２部 （株）ヨシックス
（株）ファミリーマート 東証１部 （福）朝日の会
（株）フジ 東証１部 （福）鶯園
ブックオフコーポレーション（株） 東証１部 （福）海光園
（株）プレナス 東証１部 （福）きらくえん
（株）ベベ （株）ケア２１ ジャスダック

（株）ホンダカーズ兵庫 地方独立行政法人神戸市民病院機構
（株）マーケットエンタープライズ （福）神戸福生会
（株）松尾モータース （福）甲有会
マックスバリュ西日本（株） 東証２部 （福）ささゆり会
（株）マツモトキヨシ 東証１部 （福）聖徳園
（株）マルアイ （株）スーパー・コート
（株）マルハチ （福）テンダー会
（株）マルヤス （福）阪神福祉事業団
（株）万代 ファインフォレスト（株）
（株）三城 東証１部 （株）ベネッセスタイルケア
（株）ヤナセ （株）ヘルセ
（株）ユナイテッドアローズ 東証１部 （医社）奉志会
夢展望（株） （医社）水澄み会
（株）ヨドバシカメラ （福）三幸福祉会
（株）ライフコーポレーション 東証１部 アース環境サービス（株）
（株）リカーマウンテン （株）アイエスエフネット
（株）ＬＩＸＩＬビバ （株）アウトソーシング 東証１部
（株）アイデック （株）アコーディア・ゴルフ 東証１部
旭情報サービス（株） 東証２部 アデコ（株）
（株）インテックソリューションパワー （株）イーエムシステムズ 東証２部
（株）ヴィンクス ジャスダック 117グループ
ＮＲＩシステムテクノ（株） （株）エアー沖縄
（株）ＮＳＤ 東証１部 英國屋（株）
（株）キューブシステム 東証２部 （株）エイチ・アイ・エス 東証１部
クオリカ（株） （株）ＡＢＣ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ
クボタシステム開発（株） （株）グッドライフＯＳ
（株）さくらケーシーエス 東証２部 広友ホールディングス（株）
新日本コンピュータマネジメント（株） セコム（株） 東証１部
スターティア（株） マザーズ （一社）全日検
（株）ソフトウェア・サービス ジャスダック 綜合警備保障（株） 東証１部
デジタル・インフォメーション・テクノロジー（株） （株）テイクアンドギヴ・ニーズ 東証１部
東京コンピュータサービス（株） 東洋テック（株） 東証２部
トランス・コスモス（株） 東証１部 （株）トヨタレンタリース兵庫
（株）パイオン ジャスダック （株）ナニワツーリスト
（株）播磨リビング新聞社 日本郵便（株）
（株）モバイルコム ニッポンレンタカー阪急（株）
リンクエイジ（株） （株）日本旅行オーエムシートラベル
尼崎信用金庫 バリューマネジメント（株）
あわじ島農業協同組合 兵庫県国民健康保険団体連合会
イオンクレジットサービス（株） （株）フルキャストホールディングス 東証１部
ＳＭＢＣフレンド証券（株） （株）マルハン
岡三証券（株） 東証１部 （株）夢真ホールディングス ジャスダック

倉吉信用金庫 （株）山崎商事
第一生命保険（株） 東証１部 （株）リクルート
（株）但馬銀行 ロングライフホールディング（株） ジャスダック

丹波ささやま農業協同組合 （株）ワールドストアパートナーズ
但陽信用金庫 小野市役所
淡陽信用組合 警視庁
内藤証券（株） 神戸市交通局
日新信用金庫 兵庫県警察本部
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