
観光文化学科　主な就職先（進路） ２０１５年５月１日現在

[北九州] [北九州] [福岡（北九州を除く）] [福岡（北九州を除く）] [宮 崎] [岡 山]
◆建設業 西日本シティ銀行 ◆卸売・小売業 ◆サービス業 ◆運輸業 ◆金融・保険業
辰巳開発 北九州銀行 旭洋紙パルプ ＡＮＡセールス九州 スカイネットアジア航空 トマト銀行
◆製造業 伊予銀行 石村萬盛堂 ＪＡＬナビア 宮崎交通 [高 知]
新日鐵住金八幡製鐵所 商工組合中央金庫 岩谷産業 ＪＴＢ九州 ◆飲食店、宿泊業 ◆金融・保険業
新日鉄住金エンジニアリング 日本生命保険 給湯システム 日本旅行 都城グリーンホテル 四国銀行
ＴＯＴＯ 大和証券 ヨドバシカメラ 西鉄旅行 [鹿児島] [大 阪]
シャボン玉石けん 野村證券 福岡トヨペット 阪急交通社 ◆運輸業 ◆製造業
東海カラー みずほ証券 福岡日産自動車 近鉄エクスプレス 奄美航空 京セラミタジャパン
三井ハイテック 三菱UFJ証券 九州フジパンストアー 南福岡自動車学校 ◆飲食店、宿泊業 ◆卸売・小売業
有薗製作所 SMBC日興証券 外林 [佐 賀] いわさきﾎﾃﾙｽﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ スズキ自販関西
吉川工業 日専連ベネフル リコー九州 ◆情報通信業 ◆サービス業 ◆運輸業
吉川システック ◆飲食店、宿泊業 ドラッグストアモリ NBCラジオ佐賀 日本郵便 ＡＮＡエアポートサービス
タカギ 門司港ホテル アタカ [長 崎] [山 口] ＡＮＡ関西空港
◆情報通信業 千草 エバーライフ ◆情報通信業 ◆製造業 西日本旅客鉄道
ＣＲＯＳＳ　ＦＭ リーガロイヤルホテル小倉 エービーシー・マート テレビ長崎 長州産業 ◆教育・学習支援業
◆運輸業 ◆不動産業・物品賃貸業 ファーイーストカンパニー ◆卸売・小売業 前田海産 ワオコーポレーション
スターフライヤー アップル不動産 三陽商会 イオン九州 ◆運輸業 [滋 賀]
九州旅客鉄道 九州リースサービス エイ・ネット ◆金融・保険業 関光汽船 ◆金融・保険業
第一交通産業 ◆医療・福祉 サンエーインターナショナル 十八銀行 サンデン交通 滋賀銀行
日本通運 三萩野病院 シティーヒル ◆サービス業 ◆卸売・小売業 [岐 阜]
◆卸売・小売業 新小文字病院 コーチ・ジャパン ハウステンボス アルビオン ◆卸売・小売業
イトキン 牧山中央病院 サダマツ ＡＮＡテレマート ネッツトヨタ山口 ヒマラヤ
ミキハウス ◆教育・学習支援業 フォーカート [熊 本] 山口トヨタ自動車 [愛 知]
レリアン 西南女学院 ライトオン ◆製造業 山口トヨペット ◆卸売・小売業
エディオン ◆サービス業 ◆金融・保険業 再春館製薬所 山口日産自動車 日産プリンス名古屋
エービーシー・マート ＪＴＢ九州 福岡銀行 えがお ◆金融・保険業 ◆運輸業
コカコーラ・ウエスト 近畿日本ツーリスト 遠賀信用金庫 ◆サービス業 山口銀行 中部国際空港旅客サービス
ハローディ 日本旅行 田川信用金庫 出雲総業 西京銀行 [東 京]
タカミヤ 西鉄旅行 日本生命保険 石坂グループ 西中国信用金庫 ◆運輸業
トライアルカンパニー キューリン 第一生命保険 [大 分] ◆不動産業・物品賃貸業 全日本空輸
日本トイザらス サンレー 明治安田生命保険 ◆製造業 トヨタレンタリース山口 エアーニッポン
福岡トヨタ自動車 ｉ６コンサルティンググループ 野村證券 ベツダイ 原田屋 ANAエアサービス東京
九州スズキ販売 日本郵便 ふくおか証券 ◆卸売・小売業 ◆飲食店、宿泊業 ＪＡＬスカイ
ネッツトヨタ北九州 ダイセキ ◆飲食店、宿泊業 ネッツトヨタ大分 大谷山荘 ◆卸売・小売業
北九州カーサービス 丸栄産業 グランドハイアット福岡 大分トヨタ自動車 萩本陣 丸紅インフォテック
井筒屋 山九保険サービス コンフォートホテル博多 ◆金融・保険業 ◆医療・福祉 コジマ
網中 北九州市八幡医師会 ホテルオークラ福岡 大分銀行 山口大学医学部附属病院 ビックカメラ
寒川商事 [福岡（北九州を除く）] エフ・ジェイ・ホテルズ 豊和銀行 宇部記念病院 ◆飲食店、宿泊業
清和鋼業 ◆製造業 のがみプレジデントホテル 大分みらい信用金庫 昭和病院 ワタミ
エコア 日進化学 グラノ２４Ｋ ◆不動産業・物品賃貸業 ◆サービス業 リゾートトラスト
カナデン ワークス ◆医療・福祉 オーイタレンタカー 防長トラベル ◆不動産業・物品賃貸業
九州ベアリング ◆情報通信業 麻生飯塚病院 三信産業 ＪＡ山口中央 レオパレス２１
ヤマデン 三嵩 大川病院 ◆飲食店、宿泊業 ＪＡ山口宇部 ◆サービス業
◆金融・保険業 ◆運輸業 福岡新水巻病院 エフ・ティー・シーホテル開発 [広 島] ANAビジネスクリエイト
みずほ銀行 エアーニッポン 湘南美容外科クリニック 杉乃井ホテル＆リゾート ◆製造業 セノン
みずほ信託銀行 ＡＮＡエアサービス福岡 ◆不動産業・物品賃貸業 山のホテル夢想園 マツダ ジャパンラーニング
三井住友銀行 九州旅客鉄道 谷弥グループ ◆医療・福祉 ◆教育・学習支援業
福岡銀行 ロジコム 渕上ファインズ 大分県社会福祉事業団 田中学習会


