
外国語学部　英米学科

建設業 金融・保険・証券
株式会社全備 株式会社SMBC信託銀行

株式会社アスパーク ソフトバンクペイメントサービス株式会社
積水ハウス株式会社 楽天カード株式会社

株式会社西日本シティ銀行
製造業 株式会社福岡中央銀行

中川食品株式会社 住友生命保険相互会社
TOTOアクアテクノ株式会社 日本生命保険相互会社

YKK　AP株式会社
タカラスタンダード株式会社 不動産業

株式会社デサント 株式会社アーネストワン
チタン工業株式会社 住友不動産販売株式会社

マルソー産業株式会社 大和冷機工業株式会社
株式会社潤工社

株式会社内田洋行 飲食店、宿泊業
三協オイルレス工業株式会社 株式会社トリドールホールディングス

株式会社幸袋テクノ 株式会社ホテルニューグランド
スズキ株式会社 株式会社益正グループ

株式会社ヒロテック 株式会社プレミア門司港ホテルマネジメント
合同会社PORTO

電気、ガス、水道業
昭和シェル石油株式会社 サービス業

中国電力株式会社 株式会社VSQ
株式会社ケセラセラ

情報通信業 AEGIS　BPO　Malaysia　Sdn　Bhd　
NTTシステム開発株式会社 サンデン旅行株式会社

SCSKサービスウェア株式会社 株式会社JTB
レバレジーズ株式会社 株式会社ルルアーク
株式会社スリー・イー 株式会社業務渡航センター

近鉄エクスプレス 東武トップツアーズ株式会社
日本コンピュータ－株式会社 株式会社U-NEXTマーケティング

ブライザ株式会社
運輸・郵便業 伊藤忠人事総務サービス株式会社

株式会社JALスカイ九州 株式会社ネオキャリア
株式会社ジェネック 株式会社シティクリエイションホールディングス

株式会社フジドリームエアラインズ
株式会社上組 教育、学習支援業

西日本鉄道株式会社 学校法人修道学園
全日本空輸株式会社 熊本市中学教員（英語）
日本通運株式会社 福岡県立戸畑工業高等学校

広島県立総合技術高等学校
卸・小売業 福岡県立高等学校講師（英語）

株式会社スリーイーホールディングズ 島根県立都万中学校
アプライド株式会社 福岡県立東筑高等学校（英語）

株式会社清家石材工業
西本Wismettacホールディングズ株式会社 医療・保険衛生

株式会社ジャパネットサービスイノベーション 戸畑共立病院
株式会社イズミ 桜十字福岡病院
株式会社ジンズ
株式会社フタタ 公務

株式会社コスモス薬品 九州防衛局
大分地方裁判所

福岡国税局
下関市役所
宮崎県庁

琴平町役場
行橋市役所
大村市役所

田布施町役場
門司税関



外国語学部　中国学科

建設業 金融
三井ホーム鹿児島株式会社 株式会社香川銀行

大東建託パートナーズ株式会社 株式会社鹿児島銀行
株式会社肥後銀行

製造業
エスペック株式会社 不動産業
マックス株式会社 トラストホールディングス株式会社

大日本塗料株式会社 株式会社HeaRth
株式会社ツバキ・ナカシマ
株式会社三井ハイテック 飲食店、宿泊業

マツダ株式会社 ユタカ開発株式会社
株式会社リーガロイヤルホテル広島

情報通信業 株式会社近鉄・都ホテルズ　都ホテル博多
スターティアホールディングス株式会社

株式会社みなと山口合同新聞社 サービス業
株式会社メイン 株式会社ネオキャリア

新日本法規出版株式会社 日本年金機構
アイ・ケイ・ケイ株式会社

運輸・郵便業 リーフラス株式会社
SGホールディングス株式会社 株式会社LAVA　International

株式会社アルプス物流 名鉄観光サービス株式会社
山九株式会社

株式会社名門大洋フェリー 教育、学習支援業
株式会社シェーンコーポレーション

卸・小売業 メディカル・ラボ
株式会社トーハン 英進館株式会社

トラスコ中山株式会社 株式会社アミティー
株式会社メック・エンタープライズ 株式会社個別指導塾スタンダード

メディア株式会社
リコージャパン株式会社 医療・保険衛生

株式会社モリタ 上田歯科医院
協栄電気株式会社

三菱電機トレーディング株式会社 公務
太陽ホールディングス株式会社 門司税関

泰盛貿易株式会社 宮崎県庁
不二貿易株式会社

株式会社サンキュードラッグ
株式会社シップス
株式会社ジンズ

株式会社西松屋チェーン



外国語学部　国際関係学科

建設業 卸・小売業
日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社 BLICK　INTERNATIONAL

株式会社アクタス
製造業 株式会社釣八

株式会社ヤクルト本社 株式会社冨治商会
TOWA株式会社 三菱電機トレーディング株式会社

デサントジャパン株式会社 石光商事株式会社
株式会社バンダイ 株式会社トライアルカンパニー

ＴＯＴＯウォシュレットテクノ株式会社 株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ
株式会社ダイフク 株式会社ジンズ
株式会社ＯＲＥＣ 株式会社フォクシー

日亜化学工業株式会社 株式会社八天堂
新日鐵住金八幡製作所 株式会社山口油屋福太郎

三菱電機ＦＡ産業機器株式会社 天狗缶詰株式会社
株式会社レクザム

株式会社日立製作所 金融・保険・証券業
富士電機株式会社 大和証券株式会社

三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社
電気、ガス、水道業 株式会社肥後銀行

株式会社サニックス 住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社

情報通信業 明治安田生命保険相互会社
トランスコスモス株式会社

株式会社ＩＩＪグローバルソリューションズ 不動産業
株式会社ＮＴＴデータ九州 株式会社ＣＢＲＥ

株式会社アイフロント
株式会社ファイバーゲート サービス業
株式会社熊本日日新聞社 PwC　Japan　グループ

株式会社ＹＥＤＩＳＩＴＡＬ 河合法律事務所
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 株式会社共立メンテナンス

日本工営株式会社
運輸業 株式会社トリドールホールディングス

ＡＮＡウィングス株式会社 株式会社パレスホテル
ＡＮＡ福岡空港株式会社 株式会社伊東園ホテルズ

グリーンシッピング株式会社 ワタベウェディング株式会社
株式会社ジェネック 株式会社HIS
センコー株式会社 株式会社ネオキャリア

ヤマト運輸株式会社 ランスタッド株式会社
株式会社スターフライヤー 株式会社ワークポート

株式会社上組 株式会社Speee
西鉄エアサービス株式会社 株式会社コンベンションリンゲージ

宮崎交通株式会社
山九株式会社 教育、学習支援業

志布志東洋埠頭株式会社 愛媛県立高等学校
西日本鉄道株式会社国際物流事業部 広島県広島市（高校英語）

西日本旅客鉄道株式会社 松江市立女子高等学校
全日本空輸株式会社 夢塾

アイオ株式会社
株式会社リンクアカデミー

医療・福祉
西鉄ケアサービス株式会社

公務
裁判所職員

福岡入国管理局
熊本県庁

警視庁警察官



経済学部　経済学科

建設業 金融・保険・証券業
サンヨーホームズ株式会社 KOYO証券株式会社

株式会社ヤマサキ プレミアムグループ株式会社
株式会社九電工 株式会社宮崎太陽銀行

三井ホーム株式会社 株式会社大分銀行
株式会社竹中工務店 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

株式会社富士ピー・エス 株式会社山陰合同銀行
株式会社西日本シティ銀行

製造業 東海東京フィナンシャル・グループ
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 日本郵便株式会社

株式会社あわしま堂 福岡ひびき信用金庫
シャボン玉石けん株式会社 株式会社福岡銀行

株式会社タカギ 明治安田生命保険相互会社
株式会社山本工作所 ジェイアンドエス保険サービス株式会社
クリナップ株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

シーピー化成株式会社 全国労災病院労働組合
株式会社アステック入江 第一生命保険株式会社

吉川工業株式会社 日本生命保険相互会社
三井金属鉱業株式会社

三島光産株式会社 不動産業
アイム電機工業株式会社 株式会社アンサー倶楽部
岡野バルブ製造株式会社 タイムズモビリティネットワークス株式会社

株式会社ダイクレ 株式会社GOLD　SEA　HOLDINGS
株式会社三井ハイテック 大英産業株式会社

三菱電機株式会社 東京建物不動産販売株式会社
三菱電機住環境システムズ株式会社 株式会社不動産中央情報センター
株式会社デンソーセールス九州支社

サービス業
電気、ガス、水道業 A・net税理士法人

株式会社東和 税理士法人アップパートナーズ
山代ガス株式会社 税理士法人ゆびすい

くら寿司株式会社
情報通信業 スターバックスコーヒージャパン株式会社

株式会社アルファシステムズ ラ・ビスボッチャ
株式会社コスモネット 株式会社サンレー

株式会社トラスト・テック 株式会社美伸
株式会社メディアハウスホールディングス 北九州農業協同組合

リンクソフトウエア株式会社 日本郵政株式会社
株式会社ワークスアプリケーションズ 株式会社セントメディア

株式会社エフアンドエム 株式会社えがおホールディング
株式会社TBSスパークル 株式会社スポーツフィールド

株式会社アズテックシステム 株式会社ネオキャリア
株式会社イデックスビジネスサービス 株式会社電通カスタマーアクセスセンター

株式会社システムライフ 株式会社総合プラント
株式会社シティアスコム 中間商工会議所

株式会社ゼンリン
株式会社ティー・シー・ジエー 教育、学習支援業

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 アビリティーセンター株式会社
株式会社菱友システムズ 株式会社JSコーポレーション

株式会社ウィルウェイ
運輸・郵便業

ANA福岡空港株式会社 医療・福祉
キリングループロジスティクス株式会社 医療法人社団翠会（八幡厚生病院）

全日本空輸株式会社 四国医療サービス株式会社
門司港運株式会社 有限会社故郷

卸・小売業 公務
トラスコ中山株式会社 海上自衛隊
株式会社ミナミ商事 九州経済産業局

株式会社丸菱 国土交通省九州地方整備局
株式会社桑宗 裁判所職員

岩田産業株式會社 福岡労働局
MXモバイリング株式会社 労働基準監督官

イオン九州株式会社 みやこ町役場
株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 下関市役所

ネッツトヨタ北九州株式会社 行橋市消防局
株式会社ミスターマックス・ホールディングス 指宿市役所

九州三菱自動車販売株式会社 大阪府庁
唐津市役所
東浦町役場
東京消防庁
福岡県警察

北九州市役所
門司税関



経済学部　経営情報学科

漁業 金融・保険・証券業
東洋漁業株式会社 SMBC日興証券株式会社

ジェイリース株式会社
建設業 マーシュジャパン株式会社

ジェコス株式会社 岡三証券株式会社
セキスイハイム九州株式会社 楽天カード株式会社
株式会社ハウジングプラザ 株式会社ジャパネット銀行

株式会社カクダイ 丸三証券株式会社
タマホーム株式会社 株式会社宮崎銀行
高藤建設株式会社 九州労働金庫

三井住友ファイナンス＆リース株式会社
製造業 株式会社山口フィナンシャルグループ

中川食品株式会社 福岡ひびき信用金庫
日本食研株式会社 株式会社福岡銀行

株式会社サカエ 福岡県信用農業協同組合連合会
ホソカワミクロン株式会社 平安銀行

株式会社タカギ 三井住友海上火災保険株式会社
日本バイリーン株式会社 日本生命保険相互会社

セキ株式会社
株式会社コーセー 不動産業

新日本製薬株式会社 ELJホーム株式会社
株式会社トーカイ パナソニックホームズ北九州株式会社

株式会社西日本メタル 株式会社レオパレス21
新日鐵住金株式会社 株式会社アンサーホールディングス

岡野バルブ製造株式会社 株式会社住居時間
株式会社ジャパンセミコンダクター 西鉄ビルマネージメント株式会社

アイム電機工業株式会社 株式会社田村ヒルズ
株式会社三井ハイテック

上野精機株式会社 サービス業
i6TG株式会社

電気、ガス、水道業 株式会社sizebook
高松産業株式会社 株式会社ケセラセラ

株式会社ベクトル
情報通信業 株式会社共立メンテナンス

エクスコムグローバル株式会社 JR九州ハウステンボス株式会社
テクノプロ・エンジニアリング社 株式会社ピエトロ

トランスコスモス株式会社 AEGIS　BPO　Malaysia　Sdn　Bhd　
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 NEXUS株式会社

株式会社ＹＥＤＩＳＩＴＡＬ アイ・ケイ・ケイ株式会社
株式会社ＢＢネットワークス エスタ株式会社

株式会社Ｆｕｓｉｃ 株式会社LDH
株式会社ＪＩＥＣ 株式会社アートライフホールディングス
株式会社ＴＫＣ 株式会社サンレー

株式会社アイエスエフネット 株式会社ダイナム
株式会社アスキング 株式会社ニューアート・シーマ
株式会社あつまる 株式会社フェイスグループ

株式会社アドウェイズ 株式会社日本旅行
株式会社ヴィックスコミュニケーションズ 千株式会社

株式会社オリコミサービス 株式会社第一興商
株式会社スリー・イー 東武トップツアーズ株式会社

株式会社ゼンリン パーソナルキャリア株式会社
株式会社トコス 株式会社アスパーク

株式会社ブラテック
株式会社ＵＳＥＮ-ＮＥＸＴ　HOLDINGS 医療・福祉

株式会社ワオンズ カナヤ医科器械株式会社
株式会社日立ソリューションズ西日本 みらかホールディングス株式会社

総合メディカル株式会社
運輸・郵便業 PHCメディコムネットワークス株式会社

ANA福岡空港株式会社
CKTS株式会社 公務

ヤマト運輸株式会社 東京国税局
株式会社近鉄エクスプレス 福岡労働局

大分バス株式会社 門司税関
大阪府庁

卸・小売業 福岡県警察
株式会社ヤヒロ 北九州市役所

JKホールディングス株式会社
スターゼン株式会社

リコージャパン株式会社
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

株式会社アペックス
株式会社エクシス

株式会社ユナイテッドアローズ
株式会社日東物産

株式会社網中
光昭株式会社

トヨタカローラ愛媛株式会社
ネッツトヨタ広島株式会社

株式会社あさひ
株式会社キャン

株式会社グッデイ
株式会社コスモス薬品

日産プリンス福岡販売株式会社



文学部　比較文化学科

建設業 金融・保険業
株式会社アーネストワン 株式会社愛媛銀行

楽天カード株式会社
製造業 株式会社宮﨑銀行

株式会社アレフ 株式会社日専連ベテフル
TOTOアクアテクノ株式会社 九州カード株式会社

株式会社カクダイ 九州労働金庫
大阪シーリング印刷株式会社 株式会社山口フィナンシャルグループ

株式会社キャン 株式会社西日本シティ銀行
株式会社太田旗店 株式会社大分銀行

マルソー産業株式会社 福岡ひびき信用金庫
株式会社ノエビア 野村証券株式会社

NSプラント設計株式会社 株式会社保険ひろば
大石産業株式会社 三井住友海上火災保険株式会社
濱田重工株式会社

株式会社三井ハイテック 不動産業
アイリスオーヤマ株式会社 株式会社ラプロス
ニシム電子工業株式会社 株式会社千葉ニュータウンセンター

株式会社カチタス
情報通信業 株式会社カナモト

株式会社E　PARK
株式会社クリーク・アンド・リバー社 サービス業

安心計画株式会社 株式会社ホープ
株式会社Fusic 株式会社ライクスタッフィング
株式会社HLC 株式会社談

株式会社アスキング 株式会社エモテント
株式会社ジェイ・クリエイション 株式会社ピエトロ

株式会社シェルシステム 株式会社力の源カンパニー
株式会社ゼンリン 株式会社ラック

株式会社トランスコスモス 株式会社日本旅行
株式会社ブロードエンタープライズ 株式会社読売旅行

株式会社読書人 株式会社TS工建グループ
株式会社ソルネット 株式会社ワールドインテック

日本文教出版株式会社 株式会社リンクスタッフィング
富士ゼロックス福岡株式会社 社会保険診療報酬支払基金

運輸・郵便業 教育、学習支援業
株式会社ANAエアサービス松山 横浜市教育委員会

ANA福岡空港株式会社 鹿児島県庁教育委員会
株式会社JALスカイ 北九州市教育委員会

NAX　JAPAN株式会社 セイハネットワーク株式会社
株式会社スターフライヤー 株式会社タップカンパニー

三菱電機ロジスティクス株式会社 株式会社KIC
西日本鉄道株式会社国際物流部門

全日本空輸株式会社 医療・福祉
日本航空株式会社 株式会社フロンティア
日本郵便株式会社 総合メディカル株式会社

株式会社名門大洋フェリー
公務

卸・小売業 陸上自衛隊
コンド―テック株式会社 北九州市役所
デリカフーズ株式会社 名張市役所

株式会社アステム
株式会社イプサ
株式会社シンギ
株式会社しんこう

株式会社丸菱
株式会社光アルファクス

山十株式会社
東和薬品株式会社
不二貿易株式会社
株式会社かがし屋

JR九州リテール株式会社
イオン九州株式会社
サンリブ株式会社

株式会社スズキ自販福岡
株式会社ホンダカーズ博多

ルイヴィトン・ジャパン株式会社
株式会社アングロ―バル

株式会社エディオン
株式会社チュチュアンナ

株式会社ビーズインターナショナル
株式会社リンクイット



文学部　人間関係学科

建設業 不動産業
セキスイハイム九州株式会社 TAKASUGI株式会社

株式会社Lib　Work
製造業 株式会社レンタリース東海

日本食研ホールディングズ株式会社
株式会社MSソリューションズ サービス業

株式会社タカギ 株式会社サンレー
新日本製薬株式会社 株式会社ラック

株式会社ワイズヨシハラ 株式会社ワタナベエンターテインメント
山口金属曲板工業株式会社 株式会社彩苑

株式会社深江工作所 株式会社大江戸温泉物語
インビジョン株式会社

電気、ガス、水道業 ライクスタッフィング株式会社
株式会社ガスパル九州 株式会社TMJ

株式会社ワークポート
情報通信業 株式会社ウィルエージェンシー

NTT西日本 北九州市芸術文化振興財団
株式会社ボードルア 全国大学生活協同組合連合会
株式会社エルロイ

日本コンピューター株式会社 教育、学習支援業
富士ゼロックス福岡株式会社 学校法人国際学園

アイオ株式会社
卸・小売業 株式会社リンクアカデミー

株式会社リカースペース太陽
株式会社コスモス薬品 医療・福祉

サンリブ株式会社 株式会社ニチイ学館
株式会社ナフコ 株式会社マルク

株式会社ココカラファインヘルスケア 社会福祉法人藁の家福祉会
株式会社はるやまホールディングズ 社会福祉法人北九州手をつなぐ育成会

株式会社ローソン
株式会社キャン 公務
株式会社平和堂 福岡労働局

三角商事株式会社 熊本県庁
株式会社大信薬局 広島県庁

北九州ヤクルト販売株式会社 今治市役所
鹿児島市役所

金融・保険業 北九州市役所
丸三証券株式会社 長崎県警察
株式会社宮崎銀行 福岡県庁

株式会社山口フィナンシャルグループ 墨田区役所
福岡ひびき信用金庫 みやこ町役場
株式会社福岡銀行

住友生命相互保険会社
第一生命保険会社

東京海上日動調査サービス株式会社
日本生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社



法学部　法律学科

建設業 不動産業
株式会社フジタ なかやしき株式会社
株式会社九電工 株式会社えん

大東建託リーシング株式会社 株式会社カチタス
株式会社中電工 株式会社第一ビルサービス

株式会社不動産ＳＨＯＰナカジツ
製造業 住友不動産販売株式会社

クラウン・フーヅ株式会社 大英産業株式会社
濵田酒造株式会社 大和ハウス工業株式会社

タカラスタンダード株式会社 株式会社不動産中央情報センター
株式会社長府製作所

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 飲食店、宿泊業
株式会社再春館製薬所 株式会社ペッパーフードサービス

吉川工業株式会社 ホテル八千代
オーケー器材株式会社 株式会社星野リゾート

株式会社IHI
株式会社フカガワ サービス業

大和冷機工業株式会社 プラス事務所
株式会社桐井製作所 堀真聡法律事務所

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
電気・ガス業 株式会社アイ・コーポレーション

株式会社ガスパス九州 トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社
一般財団法人九州電気保安協会 NEXUS株式会社

西日本プラント工業株式会社 株式会社レベルファイブ
株式会社クリーク・アンド・リバー社

情報通信業 株式会社サウンズグッド
株式会社USEN-NEXT　HOLDINGS 株式会社エイジェック

アジアクエスト株式会社
コネクシオ株式会社 教育、学習支援業

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 株式会社門司自動車学校
株式会社KSK

株式会社ティーアンドイー 医療・福祉
株式会社ソルネット 独立行政法人国立病院機構九州グループ
株式会社ボードルア 全国健康保険協会

三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 総合メディカル株式会社
日本アイ・ビー・エムテクニカル・ソリューション株式会社 独立行政法人地域医療機能推進機構

株式会社毎日新聞社 日本ステリ株式会社
有限会社日本産業広告社 山下医科器械株式会社

グリーンライフ株式会社
運輸業

ANA福岡空港株式会社 公務
株式会社ランテック 九州運輸局

佐川グローバルロジスティクス株式会社 厚生労働省
西日本旅客鉄道株式会社 高松国税局
第一交通産業株式会社 国税専門官

裁判所事務官
卸・小売業 鹿児島地方法務局

ジューテックホールディングス株式会社 東京国税局
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 入国管理局

株式会社ルックルック 福岡検疫所
国際経営株式会社 福岡国税局

双日株式会社 法務省東京矯正管区榛名女子学園
ネッツトヨタ北九州株式会社 門司税関
株式会社ホンダカーズ福岡 沖縄県庁
株式会社ゆめマート北九州 沖縄国税事務所

株式会社ヨドバシカメラ 下関市役所
株式会社九州マツダ 宮崎県警察

福岡トヨタ自動車株式会社 京都市役所
九州公安調査局

金融・保険業 熊本県庁
株式会社オリエントコーポレーション 広島市役所

株式会社九州リースサービス 香川県庁
広島信用金庫 佐賀県庁

株式会社山口フィナンシャルグループ 山口県警察
南日本銀行 鹿児島県庁

日生信用金庫 千葉県警察
福岡ひびき信用金庫 太宰府市役所
株式会社福岡銀行 大分市役所
福岡県信用組合 福岡県警察

株式会社福岡中央銀行 福岡県庁
野村證券株式会社 福岡市役所

第一生命保険株式会社 福岡地方検察庁
日本生命保険相互会社 北九州市役所

明治安田生命保険相互会社 福岡法務局



法学部　政策科学科

建設業 不動産業
タマホーム株式会社 タイムズ24株式会社
株式会社川北電工

大和ハウスリフォーム株式会社 サービス業
東急建設株式会社 税理士法人アップパートナーズ

如水税理士法人
製造業 株式会社ＪＴＢ

株式会社もち吉 株式会社ホリプロ
株式会社タカギ 株式会社Liv.Design

宇部マテリアルズ株式会社 西鉄旅行株式会社
日本鉄塔工業株式会社 株式会社アソウヒューマニーセンター

三菱電機株式会社 一般財団法人福岡県中小企業家同友会
大分キヤノン株式会社

教育・学習支援業
電気・ガス・水道 九州産業大学

植松商事株式会社 梅田学園株式会社
西日本イワタニガス株式会社 私学（教員）

情報通信業 医療・福祉
ＳＣＳＫ株式会社 アストラゼネカ株式会社

Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社 グリーンライフ株式会社
フォーサイトシステム株式会社 社会福祉法人日本傷痍者更生会

レバレシーズ株式会社 独立行政法人労働者健康安全機構
メディアファイブ株式会社 日本ステリ株式会社

株式会社ＱTnet
株式会社ＵＮＣＯＶＥＲ　ＴＲＵＴＨ 公務

株式会社日立ソリューションズ西日本 岡山地方検察庁
九州経済産業省

運輸業 宮崎労働局労働基準監督官
株式会社スターフライヤー 広島入国管理局
三菱ケミカル物流株式会社 皇宮護衛官

山九株式会社 中国財務局
第一交通産業株式会社 福岡労働局労働基準監督官

岡山市役所
卸・小売業 警視庁

岡野商事株式会社 鹿児島県庁
株式会社アンビデックス 水巻町役場
資生堂ジャパン株式会社 大分県庁

株式会社サンリブ 飯塚市消防局
株式会社イズミ 福岡県庁

株式会社ナースステージ 北九州市役所
和泉市役所

金融・保険業
株式会社山口フィナンシャルグループ

株式会社広島銀行
大分信用金庫

楽天損害保険株式会社



地域創生学群

建設業 金融・保険業
前田道路株式会社 株式会社伊予銀行

九州労働金庫
製造業 広島信用金庫

キリンビール株式会社 株式会社山口フィナンシャルグループ
株式会社タカギ 株式会社親和銀行

大阪シーリング印刷株式会社 株式会社大分銀行
大分キャノン株式会社 大和証券株式会社

株式会社日専連ベネフル
情報通信業 株式会社肥後銀行

NTTビジネスソリューションズ株式会社 株式会社福岡銀行
TOTOインフォム株式会社 明治安田生命保険相互会社
さくらフォレスト株式会社

株式会社テレビ宮﨑 不動産業
株式会社Ｋビジョン 株式会社なかやしき

株式会社YE DIGITAL Kyushu 大東建託パートナーズ株式会社
株式会社インフォマート 大和リビング株式会社

株式会社シンク
株式会社ワークスアプリケーションズ サービス業

株式会社Hide＆Seek ふくとく
Bistro de CHEMIN

運輸業 RIZAP株式会社
株式会社ジェネリック 株式会社キタムラ

九州旅客鉄道株式会社 株式会社サンリオエンターテイメント　ハーモニーランド
株式会社東映テレビ・プロダクション

卸・小売業 株式会社日本旅行
株式会社キシヤ TSグループ

米良電機産業株式会社 一般社団法人鹿児島天文館総合研究所Ten-Lab
北九州ヤクルト販売会社 株式会社パソナグループ

NIX-JAM 株式会社マイナビ
ネッツトヨタ北九州株式会社 税理士法人TAパートナーズ

株式会社IDOM 特定非営利活動法人アスヘノキボウ
株式会社オンデーズ 堀川税理士事務所

株式会社ハーベリイアースストーリー
株式会社ローソン 教育・学習支援業

株式会社山口油屋福太郎 学校法人　三幸学園
株式会社むすんでひらいて 株式会社ワンズウェイ

株式会社青山商事
医療・福祉

株式会社セントラルユニ
一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院

ベストケア株式会社
社会福祉法人　北九州手をつなぐ育成会

社会福祉法人　柚の木福祉会
社会福祉法人　檸檬会

公務
海上自衛隊

北九州市役所
下松市役所
熊本県庁

香川県警察
太良町役場
福岡県警察


