
外国語学部　英米学科

建設業 金融・保険・証券
株式会社九電工 株式会社大分銀行

株式会社鹿児島銀行
製造業 株式会社福岡銀行

株式会社再春館製薬所 楽天カード株式会社
ストライプインターナショナル株式会社

株式会社正興電機製作所 不動産業
株式会社タカギ シービーアールイー株式会社
田中藍株式会社

久光製薬株式会社 飲食店、宿泊業
前澤給装工業株式会社 アパグループ株式会社
マツモト産業株式会社 アパホテル株式会社

株式会社熊本ホテルキャッスル
情報通信業 ヒルトン

株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー 株式会社ぶんコーポレーション
アクサス株式会社 株式会社リーガロイヤルホテル小倉

株式会社エイチ・エル・シー
株式会社SKB サービス業

株式会社ハロネット アクセンチュア株式会社
楽天株式会社 株式会社エス・グルーヴ

株式会社エス・ティー・ワールド
運輸・郵便業 株式会社クラブツーリズム

ANA沖縄空港株式会社 株式会社渕上ファインズ
ANA福岡空港株式会社 兵庫西農業協同組合
九州旅客鉄道株式会社 パーソルキャリア株式会社

ＪＦＥ物流株式会社 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社
住友倉庫九州株式会社

中国ターミナルサービス株式会社 教育、学習支援業
西日本鉄道株式会社国際物流事業本部 株式会社イーオン

株式会社日新 英進館株式会社
博多運輸株式会社 北九州市教育委員会（中学・英語）

Peach Aviation株式会社 セイハネットワーク株式会社
株式会社名門大洋フェリー 株式会社トライグループ

福岡県教育委員会（高校・英語）
卸・小売業 福岡市教育委員会（中学・英語）

FTF株式会社 BECI　International　Language　Academy
株式会社グッデイ

株式会社ケーユーホールディングス 医療・保険衛生
株式会社ジェオグラフィー 株式会社桜十字
株式会社TOKYO BASE

株式会社俄 公務
株式会社ビッグモーター 国東市役所

長崎市役所
長崎税関

福岡県警察
水巻町役場



外国語学部　中国学科

建設業 卸・小売業
株式会社アステックペイントジャパン 株式会社IDOM

株式会社東建コーポレーション 株式会社キシヤ
北村化学産業株式会社

製造業 コーセー化粧品販売株式会社
STKテクノロジー株式会社 株式会社ジェムキャッスルゆきざき
株式会社唐津プレシジョン 株式会社スズキ二輪
積水化学工業株式会社 株式会社ミスミグループ

TOTO株式会社
西川ゴム工業株式会社 金融
株式会社三井ハイテック 北九州農業協同組合（JA北九）

三菱電機株式会社 株式会社福岡銀行

情報通信業 飲食店、宿泊業
株式会社ギガ 株式会社エフ・ジェイホテルズ

ＧＭＯアドパートナーズ株式会社 アパホテル株式会社
株式会社主婦と生活社 株式会社トリドールホールディングス

東京海上日動システムズ株式会社 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

運輸・郵便業 サービス業
ANAウイングス株式会社 株式会社ネオキャリア

日鉄物流株式会社 株式会社農協観光
日本航空株式会社 株式会社マイナビ

東日本旅客鉄道株式会社 株式会社ワークポート
福山通運株式会社

医療・保険衛生
新栄きよみずの杜

公務
福岡県警察



外国語学部　国際関係学科

建設業 金融・保険・証券業
サイアスホーム株式会社 株式会社大分銀行

積水ハウス株式会社 東京海上日動調査サービス株式会社
大和ハウス工業株式会社 株式会社肥後銀行

一建設株式会社 株式会社広島銀行
大和建設株式会社 プレミアグループ株式会社

メットライフ生命保険株式会社
製造業 株式会社山口フィナンシャルグループ

株式会社再春館製薬所 楽天カード株式会社
さくらフォレスト株式会社

デル株式会社 不動産業
株式会社名村造船所 MBC開発株式会社

株式会社三井ハイテック コロンビアワークス株式会社

情報通信業 サービス業
Asian　Tech　inc イオンタウン株式会社
株式会社イノス 株式会社ジオブレイン

兼松BDコミュニケーションズ株式会社 株式会社スープストックトーキョー
九州テレ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社船場

株式会社西日本新聞社 w2ソリューション株式会社
株式会社nyans TBCグループ株式会社

LINE Fukuoka株式会社 株式会社トリドールジャパン
株式会社両備システムズ 株式会社渕上ファインズ

株式会社星野リゾート・マネジメント
運輸業・郵便業 株式会社ホテルオークラ神戸

SGホールディングス株式会社 株式会社松江エクセルホテル東急
山九株式会社 株式会社森ビルホスピタリティ・コーポレーション

全日本空輸株式会社
西日本鉄道株式会社国際物流事業本部 教育、学習支援業

博多港運株式会社 株式会社テノ・ホールディングス
株式会社阪急阪神エクスプレス 株式会社一二

福岡国際空港株式会社
医療・福祉

卸・小売業 地方独立行政法人　地域医療機能推進機構
岡谷鋼機株式会社
西華産業株式会社 公務

株式会社ベガコーポレーション 大阪家庭裁判所
株式会社やまと 海上自衛隊

株式会社リンクイット 長崎県庁



経済学部　経済学科

建設業 金融・保険・証券業
株式会社池田建設 SBIマネープラザ株式会社

株式会社サンコンサル FFG証券株式会社
株式会社シアーズホーム 株式会社大分銀行

セキスイハイム九州株式会社 鹿児島相互信用金庫
タマホーム株式会社 株式会社九州リースサービス

株式会社ハウジングプラザ KOYO証券株式会社
株式会社HOUSEinnovation 株式会社中国銀行

山十株式会社 鳥取県信用農業協同組合連合会
株式会社西日本シティ銀行

製造業 株式会社福岡銀行
アイシン九州株式会社 株式会社福岡中央銀行
麻生セメント株式会社 明治安田生命保険相互会社

株式会社伊藤園 楽天カード株式会社
岡野バルブ製造株式会社

コゲツ産業株式会社 不動産業
瞬報社写真印刷株式会社 株式会社アーネストワン

株式会社タカギ エルクホームズ株式会社
株式会社DHC 株式会社シノケングループ

日鉄テックスエンジ株式会社 株式会社不動産中央情報センター
日本食研ホールディングス株式会社 株式会社ボルテックス

パナソニックライフソリューションズ紀南電工株式会社 株式会社lib work
濱田重工株式会社

平井精密工業株式会社 飲食店、宿泊業
株式会社三井ハイテック 清乃屋

株式会社トリドールジャパン
電気、ガス、水道業 株式会社星野リゾート・マネジメント

株式会社サニックス
日本エコライフ株式会社 サービス業

株式会社サンレー
情報通信業 株式会社ジョブネット

株式会社ウエスト 株式会社スペシフィック
NECネクサソリューションズ株式会社 税理士法人諸井会計

株式会社クリエイティブリソースインスティチュート タイラベストビート株式会社
株式会社Going TSグループ

コグニザント　ジャパン株式会社 株式会社テイクアンドギブ・ニーズ
株式会社GSI ニック株式会社

Gcomホールディングス株式会社 株式会社ワークポート
株式会社翼エンジニアリングサービス

株式会社TechJIN 教育、学習支援業
株式会社トラスト・テック 株式会社スクールパートナー

トランスコスモス株式会社 大学生協事業連合　九州地区
株式会社BBネットワークス 株式会社トライグループ

富士ソフト株式会社 株式会社日本入試センター
株式会社リーガルビジョン

株式会社Wiz 医療・福祉
独立行政法人国立病院機構

運輸・郵便業 公益財団法人福岡県メディカルセンター
ANA福岡空港株式会社 株式会社メディア―ス・ジャパン
第一交通産業株式会社
西日本海運株式会社 公務

株式会社ニチレイロジグループ 出雲市役所
北振バス株式会社 大分市会計年度

株式会社安川ロジステック 遠賀町役場
鹿児島労働基準監督署

卸・小売業 北九州市役所
IHJ株式会社 佐賀県庁

アスカ株式会社 三田市役所
岩田産業株式会社 山陽小野田市役所

愛媛トヨタ自動車株式会社 下関市役所
株式会社カンサイホールディングス 福岡県警察

株式会社キシヤ 福岡国税局
九州スズキ販売株式会社 防府市消防局

株式会社九州テラオカ
株式会社コスモス薬品

株式会社ジンズ
タペストリージャパン合同会社

中央交易株式会社
D&X株式会社

株式会社デンソーソリューション中国支社
東テク株式会社

株式会社ドーワテクノス
株式会社ピュアラ
株式会社ベルーナ

明治屋産業株式会社
株式会社ヤナセ

ヤマエ久野株式会社
山田産業株式会社



経済学部　経営情報学科

建設業 金融・保険・証券業
株式会社荒木組 大分県農業協同組合

セキスイハイム九州株式会社 遠賀信用金庫
東洋建設株式会社 北九州農業協同組合（JA北九）

株式会社ユニバーサル建設 株式会社九州リースサービス
株式会社西日本シティ銀行

製造業 日産証券株式会社
株式会社アステック入江 株式会社福岡銀行

花王プロフェッショナルサービス株式会社 福岡ひびき信用金庫
株式会社タカギ 株式会社宮崎銀行

株式会社高田工業所 株式会社ゆうちょ銀行
株式会社タカミヤ 楽天証券株式会社

株式会社友桝飲料
西日本電線株式会社 不動産業

日本食研ホールディングス株式会社 株式会社オープンハウス
濱田重工株式会社 株式会社コンダクト

マルソー産業株式会社 大英産業株式会社
三浦工業株式会社 野村不動産パートナーズ株式会社

株式会社メイワパックス
吉川工業株式会社 飲食店、宿泊業

株式会社アメイズ
電気、ガス、水道業 株式会社梅の花

高松産業株式会社 株式会社西鉄ホテルズ

情報通信業 サービス業
株式会社アイエンター i6TG株式会社
アイコムソフト株式会社 株式会社ABC Cooking Studio

株式会社いえらぶGROUP 北九州商工会議所
NTT西日本ビジネスフロント株式会社 株式会社ジェイウェイブ

株式会社MJC 税理士法人長谷川会計
応研株式会社 株式会社パンドラ

株式会社carecon 株式会社マイスターエンジニアリング
再春館システム株式会社 ミストルーム
テクノライクス株式会社 ライクスタッフィング

東京コンピュータサービス株式会社 RIZAP株式会社
株式会社ハロネット 株式会社ラストワンマイル

株式会社フォーミュレーションI.T.S
株式会社フロントエンド 医療・福祉

ベルスターホールディングス株式会社 医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院
株式会社吉川システック 社会福祉法人　伍福会

株式会社YE DIGITAL Kyushu
株式会社ワイ・ディー・シー 公務

北九州市役所
運輸業・郵便業 九州経済産業局

株式会社スターフライヤー 札幌市消防局
全日本空輸株式会社 浜田市役所

第一交通産業株式会社 福岡県庁（警察行政）
福岡出入国在留管理局那覇支局

卸・小売業 陸上自衛隊
株式会社IDOM

株式会社エバーライフ
株式会社おお蔵

ギャップジャパン株式会社
興陽電機株式会社

株式会社ダリア
株式会社デンソーソリューション

株式会社ハンズマン
株式会社ブロードウェイ

株式会社勉強堂
株式会社メガグループ
株式会社ヤマエ久野

山下医科器械株式会社
株式会社ユナイテッドアローズ



文学部　比較文化学科

農業・林業 金融・保険業
福岡市青果商行協同組合 株式会社愛媛銀行

株式会社十八親和銀行
建設業 第一生命保険株式会社

株式会社オンテックス 東京海上日動火災保険株式会社
日本電設工業株式会社 日本生命保険相互会社

福岡ひびき信用金庫
製造業 楽天カード株式会社

株式会社北川鉄工所
クオレ株式会社 不動産業

シャボン玉石けん株式会社 株式会社アイケンジャパン
株式会社タカギ 株式会社不動産中央情報センター

株式会社高田工業所
東芝テック株式会社 飲食店、宿泊業

トヨタ自動車九州株式会社 Agoda International Sdn.Bhd.
日鉄ロールズ株式会社 株式会社エフ・ジェイホテルズ
マツモト産業株式会社 株式会社共立メンテナンス

株式会社三井ハイテック coffee collective
株式会社ゼンショーホールディングス

情報通信業 タリーズコーヒージャパン株式会社
株式会社朝日広告社 株式会社西鉄ホテルズ
株式会社霧島MED 株式会社プレミア門司港ホテルマネジメント

株式会社ジュピターテレコム 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル
株式会社ドコモCS

西日本映像株式会社 サービス業
株式会社日本テレメッセージ アイケイケイ株式会社

株式会社はぐくみプラス i6TG株式会社
株式会社BCC 北九州農業協同組合（JA北九）

株式会社フォーミュレーションI.T.S 株式会社クリーク・アンド・リバー社
株式会社ミライト情報システム ケンジグループ

株式会社USEN-NEXT　HOLDINGS 株式会社サニ―ライフ
株式会社YE　DIGITAL 株式会社JTB

下関市立美術館
運輸・郵便業 DSP株式会社

九州旅客鉄道株式会社 TBCグループ株式会社
株式会社JALスカイ九州 公益財団法人　土佐山内記念財団

日本航空株式会社 株式会社マーキュリー
株式会社名門大洋フェリー 株式会社ラック

ヤマト運輸株式会社 株式会社リクルートホールディングス

卸・小売業 教育、学習支援業
株式会社アダストリア あゆみ学舎

株式会社井筒屋 株式会社イーオン
株式会社キートス 英進館株式会社
株式会社キシヤ 大分県教育委員会（中学・英語）

株式会社コスモス薬品 北九州市教育委員会（中学・英語）
コンドーテック株式会社 九州国際大学

株式会社サンキュードラッグ 一般社団法人　日生日本語学園
株式会社ジェムキャッスルゆきざき ヒューマンアカデミー株式会社

株式会社ジンズ 広島県教育委員会
中央福岡ヤクルト販売株式会社 広島市教育委員会（高校・国語）

日立空調九州株式会社 福岡県教育委員会（中学・英語）
株式会社ファーストリテイリング 馬渕教育グループ

株式会社フォーカート
福岡トヨペット株式会社 医療・福祉

不二貿易株式会社 社会福祉法人久山福祉協会　児童養護施設　若葉荘
リコージャパン株式会社

株式会社和心 公務
北九州市役所
佐賀市役所
長門市役所
門司税関



文学部　人間関係学科

建設業 金融・保険業
四国通建株式会社 日本生命保険相互会社

姫路信用金庫
製造業 明治安田生命保険相互会社

株式会社イトーキ
キューサイ株式会社 不動産業

株式会社タカギ 株式会社エイブル
林兼産業株式会社 株式会社TTS企画

情報通信業 飲食店、宿泊業
株式会社アールエム くら寿司株式会社
株式会社EDUCOM 株式会社法華倶楽部

FJ　Solutions株式会社
株式会社近宜 サービス業

株式会社クリーマ アデコ株式会社
株式会社KENテクノロジー 株式会社エイジェック

JR九州システムソリューションズ株式会社 有限会社JANTIQUES
株式会社システムライフ Suprieve株式会社

株式会社DNPコミュニケーションデザイン 株式会社ラック
株式会社div 株式会社ワークポート

西日本放送サービス株式会社
株式会社BCC 教育、学習支援業

株式会社ベルーナ 北九州市教育委員会
株式会社USEN

医療・福祉
運輸業・郵便業 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会

株式会社名門大洋フェリー 株式会社さわやか倶楽部
株式会社ダイトーコーポレーション

日本郵便株式会社 公務
阪九フェリー株式会社 中津市役所

広島県庁
卸・小売業 福岡県警察

株式会社アステム 福岡高等裁判所
株式会社エフティグループ 松山市役所

株式会社サンリブ
株式会社ジャパネットホールディングス
株式会社ジャパンネットワークグループ

株式会社大信薬局
株式会社ナック

ネッツトヨタ広島株式会社
株式会社阪急阪神百貨店

株式会社ベガコーポレーション
丸紅紙パルプ販売株式会社

株式会社ヤングファッション研究所



法学部　法律学科

建設業 不動産業
株式会社三晃空調 株式会社アンサー倶楽部

株式会社サンコービルド 株式会社AMBITION
山陽電機株式会社 株式会社オープンハウス

株式会社ダイイチエンジニアリング 株式会社共栄ビルパートナーズ
トヨタホーム九州株式会社 大英産業株式会社

有限会社富士見電設 大東建託リーシング株式会社
株式会社不動産中央情報センター

製造業 株式会社不動産のデパートひろた
キューサイ株式会社 株式会社ミクニ

コトブキ製紙株式会社
相模ゴム工業株式会社 飲食店、宿泊業

シャボン玉石けん株式会社 株式会社星野リゾート
デル株式会社

株式会社東海カラー サービス業
ニシム電子工業株式会社 アプライド株式会社

日本食研ホールディングス株式会社 エフコープ生活協同組合
吉川工業株式会社 北九州農業協同組合（JA北九）

グリーン司法書士法人・行政書士事務所
電気・ガス業 独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構

株式会社スマートテック 司法書士法人みつ葉グループ
株式会社STAR　CAREER

情報通信業 TSグループ
株式会社アイク 株式会社にしけい

株式会社ウェスト 日本郵政株式会社
株式会社OEC 合同会社ＰＶＨジャパン

株式会社クイック福岡 株式会社ワークポート
株式会社サニーサイドアップ

JPツーウェイコンタクト株式会社 教育、学習支援業
株式会社シンクスクエア 株式会社ウィルウェイ
株式会社ソフトサービス 認定特定非営利活動法人Teach　For　Japan
株式会社ダーウィンズ 名古屋市教育委員会（中学・社会）

株式会社TMJ 西日本アカデミー航空専門学校
株式会社TechjIN 株式会社リンクアカデミー

株式会社電通デジタル 株式会社早稲田スクール
西日本電信電話株式会社

株式会社ネオジャパン 医療・福祉
株式会社ビジョン 北九州市立病院機構

株式会社Photosynth 有限会社プラス
株式会社マーケティングアプリケーションズ

株式会社USEN-NEXT　HOLDINGS 公務
ゆこゆこホールディングス株式会社 大分地方検察庁

RELIC株式会社 大分法務局
北九州市消防局

運輸業・郵便業 北九州市役所
九州旅客鉄道株式会社 九州運輸局

JALスカイエアポート沖縄株式会社 九州公安調査局
鶴丸海運株式会社 熊本国税局

株式会社丸和運輸機関 佐賀県庁
ヤマト運輸株式会社 佐賀地方法務局

周南市役所
卸・小売業 白石町役場

北九州ダイハツ販売株式会社 東京消防庁
株式会社九州マツダ 広島県警察
極東ファディ株式会社 広島地方検察庁

株式会社翔薬 福岡県警察
株式会社トキワ 福岡高等裁判所

トヨタL＆F福岡株式会社 福岡国税局
日伸産業株式会社 福岡財務支局

株式会社BANKANわものや 福岡市役所
マツハヤ・コーポレーション株式会社 福岡出入国在留管理局

リコージャパン株式会社 福岡労働局
株式会社レディスハトヤ 門司税関

山口県警察
金融・保険業 山口県庁

株式会社エコスマート 和歌山県警察
株式会社鹿児島銀行

九州労働金庫
株式会社ゴールドポイントマーケティング

住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社フォーシーズ

株式会社福岡銀行
株式会社山口フィナンシャルグループ



法学部　政策科学科

建設業 不動産業
グリーンライフ産業株式会社 株式会社穴吹ハウジングサービス

大英産業株式会社
製造業 株式会社ミクニ

岡野バルブ製造株式会社 株式会社URコミュニティ
九電テクノシステムズ株式会社

株式会社シンダイ 飲食店、宿泊業
スガツネ工業株式会社 株式会社星野リゾート

株式会社タカギ 株式会社松屋フーズ
日本食研ホールディングス株式会社

サービス業
電気・ガス・水道 エン・ジャパン株式会社

九州電力株式会社 株式会社マイナビ
株式会社新出光 株式会社ワールドインテック

情報通信業 教育・学習支援業
株式会社シティアスコム 北九州市教育委員会

株式会社テクノプロ　テクノプロIT社 大学生協事業連合　九州地区
日本情報システム株式会社
株式会社日本通信サービス 医療・福祉

みなと山口合同新聞社 京都府社会福祉事業団
済生会八幡総合病院

運輸業・郵便業
西日本海運株式会社 公務

香川県庁
卸・小売業 鹿児島地方検察庁

株式会社セブンイレブンジャパン 北九州市役所
株式会社豊通マシナリー 国税専門官
株式会社ネクステージ 総務省行政評価局

株式会社ふくや 丹波市役所
株式会社マツダパーツ 広島県庁

福岡県警察
金融・保険業 福岡県庁

住友生命保険相互会社 福岡国税局
丸三証券株式会社 福岡市役所

みずほ証券株式会社 北海道開発局
明治安田生命保険相互会社 門司税関

楽天カード株式会社



地域創生学群

建設業 金融・保険業
ELJホーム株式会社 株式会社鹿児島銀行
株式会社池田建設 住友生命福岡すみれい営業部

株式会社一条工務店 第一生命保険株式会社
株式会社住友林業 株式会社西日本シティ銀行
前田道路株式会社 野村證券株式会社

日立キャピタル株式会社
製造業 福岡ひびき信用金庫

日本食研ホールディングス株式会社 株式会社山口フィナンシャルグループ
日本製鉄株式会社

富士堪醤油株式会社 不動産業
株式会社三井ハイテック 株式会社MDI
森永乳業九州株式会社 株式会社カチタス

吉野石膏株式会社 積和不動産株式会社
株式会社田村ビルズ

情報通信業
アイコムソフト株式会社 飲食店、宿泊業

株式会社インフォメックス 株式会社ゼンショーホールディングス
株式会社ウェブクルー 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション
株式会社エコマート raisin

株式会社SRA西日本
大分朝日放送株式会社 サービス業

ＧＲＯＶＥ株式会社 株式会社エス・ティー・ワールド
株式会社シティ・コム 株式会社エフアンドエム

株式会社Shift 株式会社オー・エンターテイメント
株式会社ゼンリン 北九州農業協同組合（JA北九）

株式会社ソルネット 北九州商工会議所
TOTOインフォム株式会社 株式会社クリエアナブキ

扶桑電通株式会社 佐賀県信用農業協同組合連合会
株式会社ミティ 株式会社佐々木総研

株式会社JTB
運輸業・郵便業 株式会社つなひろワールド

株式会社エムケイ ディップ株式会社
四国旅客鉄道株式会社 株式会社ネオキャリア

福岡運輸株式会社 株式会社プレシャスパートナーズ
福山通運株式会社 株式会社マイナビ

両備ホールディングス株式会社 株式会社マルハン
ＪＡ共済

卸・小売業
株式会社IDOM 医療・福祉

株式会社クロスメディア・アイ 社会福祉法人あすなろ会
株式会社SHIPS 公益財団法人健和会

株式会社ジョイックスコーポレーション 福岡日本赤十字病院
株式会社翔薬 独立行政法人労働者健康安全機構

株式会社デイトナ・インターナショナル
福岡トヨタ自動車株式会社 公務

株式会社フルタイムシステム 荒尾市役所
株式会社ヤナセ 鹿児島市役所

北九州市役所
警視庁

愛媛県西条市消防局
福岡県警察


