
※県のホームページから応募用紙をダウンロードし、必要書類を添付の上、下記お問い合わせ先まで提出してください。

〒790-8570　愛媛県松山市一番町四丁目４番地２　愛媛県 経済労働部 産業雇用局 労政雇用課 産業人材室
TEL 089-912-2509　FAX 089-912-2508 　https://www.pref.ehime.jp/h30580/syougakukinn/henkansienseido.html

●応募に関するお問い合わせ先

9月 1月 3月 4月
2019 年 2020 年 2020 年 2021 年

❶応募※ ❷助成対象者の
　選考・認定

❸企業研究・就職活動
　合同説明会等への参加

❹登録企業へ就職
　1年間の就労・奨学金の返還

助成開始!!
最大7年間

応募から助成までの流れ

■募集人数 100名
■提出期限 2020 年1月10日（金）　※消印有効

■助成内容 最大117.6万円（最大７年間助成の場合）
・年間助成額は、奨学金年間返還額の 2/3 または 16.8 万円のいずれか低い額
・助成金は、原則として奨学金貸与機関に支払うことで返還期間が短縮

■対 象 者 次の①～③を満たす方が対象となります。
① 2021 年３月に卒業・修了予定の大学生または大学院生
② 日本学生支援機構奨学金（一種または二種）の貸与を受けている方
③ 愛媛県内の以下の分野の登録企業への就職を希望する方
　ア　「ものづくり産業分野」（建設業／製造業／卸売業，小売業／土木建築サービス業）
　イ　「ＩＴ関連分野」（製造業／情報通信業）
　ウ　「観光分野」（宿泊業，飲食サービス業／旅行業）

愛媛県では、県内産業を支える中核人材となる大学生・大学院生の県内定着やＵＩＪターン就職を促進する
ため、本制度に登録した県内の企業（登録企業）に就職した大学生等を対象に、愛媛県と登録企業の協力により、
奨学金の返還助成を行います。

で就職するあなたを応援！愛媛

最大
117.6
万円

奨学金の返還を
助成します。

愛媛で

就職しよう！

登録企業の一覧は
裏面を見てね



対象登録企業一覧
愛媛県内の「ものづくり産業分野」・「IT関連分野」・「観光分野」の企業のうち、この事業に参画する登録企業の一覧です。（2019年7月末時点）

※最新の登録企業一覧は、愛媛県労政雇用課産業人材室ホームページでご確認ください。
会社名称 産業分類

株式会社愛亀 建設業
株式会社愛橋 建設業
株式会社愛新鉄工所 製造業
株式会社アイテック 製造業
株式会社アグサス 卸売業，小売業
浅川造船株式会社 製造業
株式会社浅田組 建設業
朝日共販株式会社 製造業
株式会社アテックス 製造業
株式会社アライ 製造業
株式会社ありがとうサービス 卸売業，小売業
株式会社あわしま堂 製造業
安藤工業株式会社 建設業
井関農機株式会社 製造業
株式会社一宮工務店 建設業
一若建設株式会社 建設業
株式会社伊予エンジニアリング 情報通信業
株式会社伊予エンジニアリング・テクノロジー 情報通信業
株式会社いよぎんコンピュータサービス 情報通信業
イヨスイ株式会社 卸売業，小売業
株式会社ウイン 情報通信業
宇和島自動車株式会社 旅行業
株式会社宇和島プロジェクト 卸売業，小売業
株式会社ＮＰシステム開発 情報通信業
株式会社愛媛朝日テレビ 情報通信業
株式会社えひめ飲料 製造業
株式会社愛媛CATV 情報通信業
株式会社愛媛新聞社 情報通信業
愛媛トヨペット株式会社 卸売業，小売業
愛媛日産自動車株式会社 卸売業，小売業
株式会社オカベ 製造業
奥道後国際観光株式会社（奥道後壱湯の守） 宿泊業，飲食サービス業
株式会社越智工業所 製造業
オレンジベイフーズ株式会社 製造業
株式会社かどや 宿泊業，飲食サービス業
株式会社門屋組 建設業
株式会社カナン・ジオリサーチ 土木建築サービス業
カミ商事株式会社 卸売業，小売業
株式会社キクノ 卸売業，小売業
株式会社岸工業四国 卸売業，小売業
共立工営株式会社 土木建築サービス業
協和道路株式会社 建設業
株式会社興新設計 土木建築サービス業
光陽株式会社 卸売業，小売業
コンピューターシステム株式会社 情報通信業
サンタ株式会社 製造業
三和ダイヤ工業株式会社 建設業
株式会社シアテック 土木建築サービス業
重松兄弟設備株式会社 建設業
重松建設株式会社 建設業
株式会社四国シキシマパン 製造業
四国竹林塗装工業株式会社 建設業
四国乳業株式会社 製造業
四国ホーム株式会社 建設業
四国溶材株式会社 製造業
システムアーク株式会社 情報通信業
株式会社 Shift 情報通信業
株式会社しまなみ 卸売業，小売業
株式会社シャープ松山オーエー 情報通信業
ジャスティン株式会社 製造業

会社名称 産業分類
常裕パルプ工業株式会社 製造業
株式会社新来島どっく 製造業
株式会社シンツ 卸売業，小売業
株式会社親和技術コンサルタント 土木建築サービス業
株式会社瀬戸内組 建設業
セントラルエンジニアリング株式会社 土木建築サービス業
仙味エキス株式会社 製造業
大進建設株式会社 建設業
株式会社大屋 卸売業，小売業
辻水産株式会社 卸売業，小売業
DCMダイキ株式会社 卸売業，小売業
株式会社テレビ愛媛 情報通信業
トヨタＬ＆Ｆ西四国株式会社 卸売業，小売業
トヨタカローラ愛媛株式会社 卸売業，小売業
有限会社鳥生工務店 建設業
南海放送株式会社 情報通信業
株式会社西四国マツダ 卸売業，小売業
株式会社西田興産 製造業
ネッツトヨタ瀬戸内株式会社 卸売業，小売業
登尾鉄工株式会社 製造業
株式会社ハートネットワーク 情報通信業
ハイスピードコーポレーション株式会社 建設業
伯方塩業株式会社 製造業
萩尾機械工業株式会社 製造業
株式会社ビージョイ 卸売業，小売業
尾藤建設株式会社 建設業
株式会社ひめぎんソフト 情報通信業
株式会社ファインデックス 情報通信業
福助工業株式会社 製造業
株式会社フジ 卸売業，小売業
株式会社富士建設コンサルタント 土木建築サービス業
株式会社富士造型 建設業
株式会社フジデリカ・クオリティ 製造業
株式会社二神組 建設業
ベルグアース株式会社 卸売業，小売業
株式会社母恵夢本舗 製造業
堀田建設株式会社 建設業
松前土建株式会社 建設業
株式会社松山機型工業 製造業
丸三産業株式会社 製造業
丸重商事株式会社 卸売業，小売業
マルマストリグ株式会社 建設業
三浦工業株式会社 製造業
三木特種製紙株式会社 製造業
株式会社三崎建築設計事務所 土木建築サービス業
株式会社三瀬商店 情報通信業
株式会社三好鉄工所 建設業
ムラカミテクノワークス株式会社 建設業
株式会社モバイルコム 情報通信業
ヤマキ株式会社 製造業
やまと印刷株式会社 製造業
有限会社大和屋本店旅館 宿泊業，飲食サービス業
有限会社ゆうぼく 卸売業，小売業
株式会社よしだ 建設業
米谷建設株式会社 建設業
株式会社よんやく 卸売業，小売業
ルナ物産株式会社 製造業
株式会社渡辺建設 建設業
渡邊建設株式会社 建設業

(50音順）


