
外国語学部　英米学科

建設業 金融・保険・証券
株式会社一条工務店 株式会社大分銀行

熊本利水工業株式会社 株式会社かんぽ生命保険
株式会社ハウジングプラザ シティグループ

日本生命保険相互会社
製造業 株式会社肥後銀行

グラフテック株式会社 楽天カード株式会社
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 ワイジェイカード株式会社

富士食品工業株式会社
株式会社三井ハイテック 不動産業

株式会社湯山製作所 鳥飼ハウジング株式会社
株式会社レクザム

飲食店、宿泊業
電気、ガス、水道業 株式会社ゼンショーホールディングス

株式会社スマートテック
サービス業

情報通信業 株式会社エイジェック
エイチフロンティア株式会社 綜合キャリアグループ

株式会社シフォン 株式会社ベアーズ
ヤフー株式会社 株式会社マーキュリー
楽天株式会社

教育、学習支援業
運輸・郵便業 株式会社イーオン

株式会社アロー流通サービス H&Fインターナショナル株式会社
NCA Japan株式会社 公立大学法人北九州市立大学

佐川グローバルロジスティクス株式会社 公立大学法人神戸市外国語大学
第一交通産業株式会社 株式会社タップカンパニー

株式会社築港 東京都教育委員会（中学・英語）
西鉄エアサービス株式会社
広電エアサポート株式会社 医療・保険衛生

美須賀海運株式会社 国立病院機構（九州グループ）

卸・小売業 公務
アスカ株式会社 北九州市役所

株式会社コスモス薬品 福岡国税局
JA全農たまご株式会社 福岡出入国在留管理局

株式会社ソリッド 福岡労働局
株式会社DENTEN DISTRIBUTION

TOTO九州販売株式会社
株式会社ナフコ

ネッツトヨタ福岡株式会社
株式会社パルグループホールディングス

三菱電機トレーディング株式会社
南商事株式会社
株式会社ルネ



外国語学部　中国学科

製造業 卸・小売業
アイリスオーヤマ株式会社 株式会社アルページュ

株式会社エディオン
情報通信業 エレマテック株式会社

株式会社サイバーアクセルアドバイザーズ 株式会社キシヤ
株式会社TVQ九州放送 株式会社キャメル珈琲

株式会社Wiz 九州風雲堂販売株式会社
西九州トヨタ自動車株式会社

運輸・郵便業 合同会社ＰＶＨジャパン
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 不二貿易株式会社

福岡国際空港株式会社 株式会社マルヤ産業

飲食店、宿泊業 サービス業
株式会社あきんどスシロー アクセンチュア株式会社

ツネイシLR株式会社 株式会社JTB
株式会社星野リゾート・マネジメント 東洋ワーク株式会社

教育、学習支援業
株式会社スプリックス

公務
長崎県庁

広島国税局



外国語学部　国際関係学科

建設業 金融・保険・証券業
株式会社オープンハウス・アーキテクト 株式会社伊予銀行

株式会社SMBC日興証券
製造業 株式会社佐賀銀行

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 トヨタファイナンス株式会社
タカラスタンダード株式会社 株式会社日専連ベネフル
TOTOアクアテクノ株式会社 楽天カード株式会社

日新ホールディングス株式会社 楽天証券株式会社
株式会社ミカサ

株式会社三井ハイテック 不動産業
株式会社サニクリーン九州

情報通信業 株式会社ミクニ
安心計画株式会社

株式会社FCCテクノ 飲食店、宿泊業
株式会社オーカム スターバックスコーヒージャパン株式会社

ソフトバンク株式会社 株式会社ミカド観光センター（雲仙みかどホテル）
株式会社ドコモCS

株式会社富士通九州システムズ サービス業
フューチャー株式会社 株式会社アウトソーシング
株式会社メンバーズ 株式会社アウトソーシングテクノロジー
Ufotable有限会社 株式会社アスパーク

株式会社エイジェック
運輸業・郵便業 株式会社ゲオホールディングス

佐川急便株式会社 福岡商工会議所
山九株式会社 公益財団法人福山観光コンベンション協会

株式会社日立物流九州
日ノ丸自動車株式会社 教育、学習支援業

国立大学法人大分大学
卸・小売業 株式会社タップカンパニー

アプライド株式会社 株式会社ティルウィンド
株式会社アルビオン 株式会社テノ．ホールディングス

株式会社エフティグループ
オーシャン貿易株式会社 医療・福祉

国分グループ 社会医療法人　北九州病院
株式会社コスモス薬品 医療法人　前川整形外科医院

コンドーテック株式会社
佐藤商事株式会社 公務
株式会社ジーユー 北九州市役所

タンスのゲン株式会社 門司税関
ネッツトヨタ中国株式会社 鹿児島労働局
株式会社ビッグモーター 経済産業省
株式会社フードウェイ

不二貿易株式会社
株式会社マーケットエンタープライズ

丸紅エッグ株式会社



経済学部　経済学科

建設業 金融・保険・証券業
株式会社イーハートワン 岡藤商事株式会社

株式会社竹中工務店 株式会社筑邦銀行
西日本住設株式会社 株式会社西日本シティ銀行

文化シヤッター株式会社 ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 日本生命保険相互会社

株式会社広島銀行
製造業 広島信用金庫

アイリスオーヤマ株式会社 株式会社福岡銀行
エレコム株式会社 福岡県信用組合

九州包装機材工業株式会社 株式会社福岡中央銀行
株式会社長府製作所 株式会社南日本銀行
中川食品株式会社 明治安田生命保険相互会社
日本端子株式会社 楽天銀行株式会社
林兼産業株式会社 ワイジェイカード株式会社

株式会社三井ハイテック
不動産業

電気、ガス、水道業 大英産業株式会社
株式会社ガスパル九州 株式会社不動産中央情報センター

一般財団法人九州電気保安協会 株式会社MAXIV
大陽日酸株式会社 株式会社三好不動産

株式会社データベース
サービス業

情報通信業 アース環境サービス株式会社
株式会社QuestP'age 株式会社アウトソーシングテクノロジー

株式会社ゼンリン 株式会社あつまるホールディングス
株式会社ドコモCS九州 株式会社学情

株式会社博報堂プロダクツ 株式会社近畿日本ツーリスト九州
ビズ・リファイン株式会社 株式会社グッド・クルー

株式会社富士通JAPANソリューションズ九州 株式会社JR西日本福岡メンテック
日本トーター株式会社

運輸・郵便業 NEXUS株式会社
SGホールディングス株式会社 株式会社フェローズ

久留米運送株式会社 フジアルテ株式会社
株式会社マイナビ

卸・小売業 山口県農業協同組合
株式会社アップビート 株式会社ワット・コンサルティング

株式会社網中
アルフレッサ株式会社 教育、学習支援業

株式会社イズミ 育心塾
井上定株式会社 英進館株式会社

岡城産業株式会社
株式会社コスモス薬品 医療・福祉

pupu株式会社 株式会社ニチイ学館
社会福祉法人　年長者の里

公務
北九州市役所

滋賀県庁
福岡労働局
直方市役所
熊本国税局

防府消防本部
南さつま市役所

宮崎県庁
東京国税局
山口県庁

福岡財務支局



経済学部　経営情報学科

農業・林業 飲食店、宿泊業
九州林産株式会社 株式会社ゼットン

建設業 卸・小売業
株式会社住まいるe工房 株式会社ヴァーナル

山口重工業株式会社 株式会社エバーライフ
株式会社Lib Work 九州スズキ販売株式会社

株式会社ワールドコンストラクション 株式会社キヨナガ
株式会社コジマ

製造業 株式会社ジーユー
コーエー株式会社 株式会社日本テレメッセージ

コタ株式会社 ネッツトヨタ北九州株式会社
三洋工業株式会社 株式会社バウムクーヘン
西部石油株式会社 パナソニックリビング九州株式会社

ダイワ化成株式会社 日立空調九州株式会社
株式会社タカギ 福岡トヨペット株式会社
BEMAC株式会社 株式会社ヤマダホールディングス

株式会社ヨドバシカメラ
電気、ガス、水道業 株式会社レイメイ藤井

広島ガス株式会社
金融・保険・証券業

情報通信業 イー・ギャランティ株式会社
ヴァンテージマネジメント株式会社 株式会社伊予銀行

株式会社NVC 大阪信用金庫
株式会社NTTデータ九州 鹿児島興業信用組合
株式会社NTTデータ中国 熊本中央信用金庫

NTT西日本ビジネスフロント株式会社 太陽生命保険株式会社
九電ビジネスソリューションズ株式会社 東京海上日動火災保険株式会社

Gcomホールディングス株式会社 株式会社西日本シティ銀行
JR九州システムソリューションズ株式会社 日商保険コンサルティング株式会社

株式会社テクノクリエイティブ 日本生命保険相互株式会社
東和ハイシステム株式会社 株式会社福岡銀行
西日本電信電話株式会社 株式会社宮崎銀行
日本ソフト技研株式会社 株式会社宮崎太陽銀行

株式会社ハロネット 明治安田生命保険相互会社
株式会社ヒューマンテクノシステムホールディングス 楽天カード株式会社

フォーサイトシステム株式会社 楽天銀行株式会社
フォース株式会社
株式会社富士通 サービス業

株式会社南日本新聞社 弁護士法人　桑原法律事務所
株式会社ミロク情報サービス 佐賀県信用農業協同組合連合会

株式会社メンバーズ 株式会社サンレー
株式会社YE DIGITAL 株式会社スマイルサポート

株式会社YE　DIGITAL　Kyushu 株式会社谷弥
株式会社Wiz 株式会社帝国データバンク

名古屋商工会議所
運輸業・郵便業 ライクスタッフィング株式会社

株式会社石松商会
小倉運送株式会社 医療・福祉

株式会社いわさき
不動産業

株式会社アセットリード 公務
株式会社オープンハウス 福岡国税局
株式会社オクゼン不動産 福岡出入国在留管理局那覇支局

株式会社クレ・コーポレーション
株式会社三井不動産リアルティ九州



文学部　比較文化学科

建設業 金融・保険業
株式会社オープンハウス・アーキテクト 株式会社エコスマート

共同エンジニアリング株式会社 ジェイリース株式会社
株式会社SANEi 第一生命保険株式会社

トップ保険サービス株式会社
製造業

いすゞ自動車株式会社 不動産業
株式会社イトーキ 株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
大石産業株式会社 株式会社オープンハウス
株式会社しんこう ジャッジ株式会社

株式会社セントラルユニ セイワパーク株式会社
TOTO株式会社

株式会社マツモト 飲食店、宿泊業
吉川工業株式会社 株式会社プレミア門司港ホテルマネジメント

情報通信業 サービス業
株式会社ashigaru 旭化成アミダス株式会社
安心計画株式会社 株式会社エイジェック

株式会社インターファクトリー cooosy hair eyelash
AnyMind Japan株式会社 株式会社ゲオホールディングス

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 公益社団法人サンフィールド
株式会社カプコン 株式会社真浄葬祭
株式会社ハット TBCグループ株式会社　エステティックTBC

株式会社ボードルア パーソルキャリア株式会社
株式会社マルホランド 株式会社プレシャスパートナーズ

株式会社マーキュリー
運輸・郵便業 Ricodesign（リコデザイン）

SBSロジコム株式会社
センコー株式会社 教育、学習支援業
日本通運株式会社 うきは市立吉井小学校
福山通運株式会社 岡山県教育委員会（高校・英語）

BLUEZOO有限会社 北九州市教育委員会（英語）
九州国際大学附属高等学校（国語）

卸・小売業 学校法人高宮学園　代々木ゼミナール
アイ・ティー・エックス株式会社 株式会社タップカンパニー

株式会社ウィークス 国立大学法人福井大学
オートアライアンス福岡株式会社 福岡市教育委員会（中学・英語）

極東ファディ株式会社 勇志国際高等学校（英語）
キングラン九州株式会社
株式会社コスモス薬品 医療・福祉

佐藤食品株式会社 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
株式会社サンキュードラッグ 医療法人社団 博光会 さとう歯科医院

ジョウツー株式会社
株式会社東京インテリア家具 公務

日通商事株式会社 福岡市役所
株式会社阪南ビジネスマシン 福岡県庁

株式会社ヨドバシカメラ 宇佐市役所
和歌山トヨペット株式会社 陸上自衛隊（事務）

香春町役場
航空自衛隊
広島県警察

九州地方更生保護委員会



文学部　人間関係学科

建設業 金融・保険業
アオケン株式会社 岡藤商事株式会社
岳南建設株式会社 明治安田生命保険相互会社

株式会社木下エネルギーソリューションズ
株式会社ユーセイ 不動産業

株式会社ライフクリエイト 株式会社アンサー倶楽部

製造業 サービス業
株式会社タカギ 株式会社ウィルオブ・ワーク
TOTO株式会社 株式会社グッド・クルー

TOTOアクアテクノ株式会社 株式会社サンレー
株式会社三井開発

情報通信業 株式会社ミュゼプラチナム
株式会社エビリー
株式会社山口社 教育、学習支援業

株式会社システナ 大分県教育委員会
株式会社地域経済センター（くまもと経済） 佐賀県教育委員会（高校・社会）

トラスト株式会社 株式会社biima
株式会社マコセエージェンシー

株式会社YE DIGITAL 医療・福祉
株式会社div 株式会社アール・ケア

児童養護施設　暁の鐘学園
卸・小売業 社会福祉法人　甘楽育徳会　児童養護施設こはるび

株式会社エバーライフ 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会
株式会社カインズ 社会福祉法人さつき会 元気っ子くらぶ ほっぷ

株式会社フジ 社会福祉法人至誠学舎立川（至誠学園）
株式会社ホンダカーズ中央佐賀 医療法人住友別子病院

株式会社ミナミ商事 SOMPOケア株式会社
株式会社ワイズヨシハラ 社会医療法人大雄会　老人保健施設アウン

社会福祉法人南高愛隣会
社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会

公務
門司税関

鞍手町役場
福岡県庁（教育行政）



法学部　法律学科

建設業 不動産業
DAIKO ホールディングス株式会社 有限会社エステートプラン

株式会社Lib Work 株式会社オープンハウス
株式会社パーキングソリューションズ

製造業 明和地所株式会社
シチズンマシナリー株式会社 横濱コーポレーション株式会社

株式会社タカゾノ
三菱化工機株式会社 飲食店、宿泊業

株式会社中の坊
電気・ガス業

株式会社秀電社 サービス業
吉武産業株式会社 公益財団法人JKA

自由民主党本部事務局
情報通信業 Sen社会保険労務士法人

安心計画株式会社 株式会社ティーアイアール
株式会社エイビス 株式会社BIG

グローリースター株式会社 有限会社北都警備
株式会社マイナビ

運輸業・郵便業
山九株式会社 教育、学習支援業

日通・NPロジスティクス株式会社 株式会社栄光
公立大学法人北九州市立大学

卸・小売業 岐阜県教育委員会（中学・社会）
アプライド株式会社 福岡県教育委員会

株式会社井田コーポレーション
株式会社井筒屋 医療・福祉

株式会社京ろまん 株式会社いわさき
株式会社コスモス薬品 株式会社ベネッセスタイルケア

株式会社サンキュードラッグ
山陽三菱電機販売株式会社 公務

株式会社ジャヴァコーポレーション 今治市役所
TOTO九州販売株式会社 えびの市役所

株式会社トライアルカンパニー 大阪税関
株式会社俄 一般幹部候補生(海上自衛隊)

株式会社フルックスホールディングス 海上保安庁
株式会社レンタルのニッケン 鹿児島県庁

上関町役場
金融・保険業 北九州市役所

AIG損害保険株式会社 熊本県庁
株式会社鹿児島銀行 桂川町役場

株式会社佐賀共栄銀行 古賀市役所
滋賀県農業共済組合 佐賀県警察
全国健康保険協会 佐賀県庁

株式会社西日本シティ銀行 自衛隊
日本生命保険相互会社 下関市役所

丸三証券株式会社 高松国税局
水島信用金庫 千葉県警察

千葉労働局
徳島県庁

長崎県警察
西米良村役場

広島県庁
広島国税局

広島市消防局
福岡県介護保険広域連合

福岡県警察
福岡県庁（警察行政）

福岡高等裁判所
福岡出入国在留管理局

福岡地方検察庁
福津市役所
陸上自衛隊



法学部　政策科学科

建設業 飲食店、宿泊業
SAKAI株式会社 おきよ

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
サービス業

製造業 株式会社アスパーク
弘進ゴム株式会社 株式会社ウィルオブ・ワーク

TOTO株式会社 株式会社Geekly
株式会社もち吉 熊本県酪農業協同組合連合会

株式会社ワイドレジャー
電気・ガス・水道

九州電力株式会社 医療・福祉
株式会社新出光 社会福祉法人創生会

株式会社ニチイ学館
情報通信業

NECネクサソリューションズ株式会社 公務
NECフィールディング株式会社 大分県庁（教育事務）

株式会社カプコン 大分地方検察庁
株式会社Bewin 北九州市役所

株式会社フォーク 航空自衛隊
Flat Holdings株式会社 佐賀労働局（労働基準監督官）

株式会社ペンシル 千葉県庁
株式会社レベルファイブ 広島地方検察庁

福岡県庁
運輸業・郵便業 福岡地方検察庁

九州旅客鉄道株式会社 福岡労働局
日本貨物鉄道株式会社 福山市役所

宮崎県警察
卸・小売業 宗像市役所

株式会社ナフコ 門司税関
パラマウントケアサービス株式会社 陸上自衛隊

株式会社ビバホーム
ホンダカーズ佐賀株式会社

三菱電機トレーディング株式会社

金融・保険業
株式会社大分銀行

住友生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社

株式会社山口フィナンシャルグループ



地域創生学群

建設業 金融・保険業
株式会社戸高鉱業社 株式会社十八親和銀行

株式会社セレブリックス
建設業 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ

西部ガスリビング株式会社 日本生命保険相互会社
GPSSホールディングス株式会社 農林中央金庫

株式会社菅組 株式会社福岡銀行
日鉄テックスエンジ株式会社 明治安田生命保険相互会社

前田道路株式会社 楽天カード株式会社
株式会社ワールドコンストラクション

不動産業
製造業 株式会社駅前不動産ホールディングス

株式会社サッポロビール 株式会社別大興産
三和テクノ株式会社 株式会社MAXIV

シャボン玉石けん株式会社 株式会社URコミュニティ
株式会社ゼネラルアサヒ

株式会社タカギ 飲食店、宿泊業
TOTO株式会社 株式会社大谷山荘

日本製鉄株式会社 株式会社星野リゾート
三菱電機株式会社 有限会社無量塔

電気・ガス・水道 サービス業
株式会社ガスパル 株式会社アイ・ケイ・ケイ
東京ガス株式会社 株式会社アウトソーシング

株式会社アソウ・ヒューマニティーセンター
情報通信業 エフコープ生活協同組合

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 尾道市農業協同組合
熊本朝日放送株式会社 株式会社キタムラ

株式会社長崎国際テレビ 一般社団法人　日本自動車連盟
株式会社長崎新聞社 ライク株式会社
株式会社ペンシル 株式会社LAVA International
株式会社47club 株式会社リブアシスト

株式会社YE　DIGITAL　Kyushu レイスグループ

運輸業・郵便業 教育・学習支援業
株式会社山九 セイハネットワーク株式会社

四国旅客鉄道株式会社 学校法人　帝京平成大学
学校法人中村産業学園

卸・小売業
青山商事株式会社 医療・福祉

株式会社ウィークス 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会
カナヤ医科器械株式会社 社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院

コネクシオ株式会社 社会医療法人財団　池友会　福岡和白病院
株式会社ジャパネットたかた

株式会社庄司酒店 公務
トヨタカローラ福岡株式会社 奄美市役所
日本ハム冷凍食品株式会社 宇城市役所

株式会社ファミリア 遠賀町役場
福岡トヨタ自動車株式会社 鹿児島県庁

株式会社山田屋 北九州市役所
株式会社リビングハウス 北九州市消防局
株式会社リンクイット 京都市役所

中津市役所
新居浜市役所

防衛省陸上自衛隊
宮崎県警察


