
【 観光文化学科 2017年度就職先：業種別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

社会医療法人財団池友会　新小文字病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人ひらまつ病院 一般病院
保健医療サービス（看護助

手・歯科助手等）
佐賀

西中国信用金庫 協同組織（信用金庫・信用組合等） 総合職 山口

株式会社宮崎太陽銀行 銀行 総合職 宮崎

株式会社山口銀行 銀行 総合職 山口

㈱西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

㈱西日本シティ銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

㈱西日本シティ銀行　大分県内支店 銀行 一般事務 大分

株式会社ライフキット 保険 営業 北九州市

明治安田生命保険相互会社　福岡支社 保険 営業 福岡(北九州外)

明治安田生命保険相互会社　大阪北支社 保険 営業 大阪

共栄火災海上保険株式会社　北九州支社 保険 一般事務 北九州市

日本郵便株式会社　北九州市内郵便局 郵便局 一般事務 北九州市

日本郵便株式会社　福岡県内その他郵便局 郵便局 営業 福岡(北九州外)

東海東京証券株式会社　東京本部 証券 営業 東京

株式会社ザ・ワークス 映像・音声・文字情報制作（その他）
他の専門的･技術的職業従

事者(福祉職以外)
東京

株式会社朝日広告社 広告業 営業 北九州市

稲益造船株式会社 輸送用機械器具製造業 営業 北九州市

第一交通産業株式会社 車両による運送業 総合職 北九州市

株式会社ヤマックス 車両による運送業 一般事務 北九州市

株式会社トクヤマロジスティクス 車両による運送業 総合職 山口

福山通運株式会社　大阪支店 車両による運送業 総合職 大阪

エムケイ株式会社 車両による運送業 一般事務 京都

エムケイ株式会社　福岡事務所 車両による運送業 一般事務 福岡(北九州外)

日本郵便輸送株式会社 車両による運送業 総合職 東京

信和鋼板株式会社 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

丸喜鋼業株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 生産工程従事者 北九州市

清和中央ホールディングス㈱　九州支社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社上塩精工 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 一般事務 福岡(北九州外)

コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱　西小倉支店 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 営業 北九州市

ホシザキ北九株式会社 機械器具卸売 営業 福岡(北九州外)

株式会社日伝　北九州営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

北九福鳥株式会社　飯塚営業所 飲食料品卸売 一般事務 福岡(北九州外)

ヤマエ久野株式会社　北九州支店 飲食料品卸売 一般事務 北九州市

株式会社丸菱 飲食料品卸売 総合職 熊本

大分トヨペット株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 大分

ネッツトヨタ山口株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

青山商事株式会社　洋服の青山天神総本店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州外)

花王カスタマーマーケティング㈱　大分県内店舗 化粧品等小売 販売 大分

中嶌屋 飲食業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社ブレイン　九州営業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

株式会社みづま 技術サービ業 一般事務 福岡(北九州外)

株式会社なかやしき 住宅 一般事務 北九州市

㈱一条工務店　KRYハウジングサイト 徳山展示場 住宅 総合職 山口

株式会社リアークスファインド 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 東京

株式会社エミアス 不動産取引・賃貸・管理業 営業 山口

株式会社ユニマットプレシャス 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 東京

株式会社富世 職業紹介・労働者派遣業 営業 福岡(北九州外)

㈱マーキュリー　福岡支店（福岡市内事業所） 専門サービス業（その他） 営業 福岡(北九州外)

メディアファイブ株式会社 情報サービス業 総合職 福岡(北九州外)

㈱ディアーズ・ブレイン　グレイスヒル・オーシャンテラス 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 鹿児島

株式会社ブラス　MIEL CITRON 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 三重

㈱ポジティブドリームパーソンズ　ザ マーカススクエア神戸 生活関連サービス（冠婚葬祭業） その他のサービス職 兵庫

西鉄旅行株式会社　北九州支店 生活関連サービス（旅行業） 総合職 北九州市

日本旅行サービス株式会社　九州団体営業部 生活関連サービス（旅行業） 営業 福岡(北九州外)

株式会社にしけい　大阪支社 その他の事業サービス（ビルメンテナンス・警備業等） 保安職業従事者 大阪

株式会社ダイセキ　九州事業所 廃棄物処理業 一般事務 北九州市



【 観光文化学科 2017年度就職先：職種別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

社会医療法人財団池友会　新小文字病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人ひらまつ病院 一般病院
保健医療サービス（看護助

手・歯科助手等）
佐賀

株式会社ザ・ワークス 映像・音声・文字情報制作（その他）
他の専門的･技術的職業従

事者(福祉職以外)
東京

中嶌屋 飲食業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社丸菱 飲食料品卸売 総合職 熊本

西中国信用金庫 協同組織（信用金庫・信用組合等） 総合職 山口

株式会社宮崎太陽銀行 銀行 総合職 宮崎

株式会社山口銀行 銀行 総合職 山口

㈱西日本シティ銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

第一交通産業株式会社 車両による運送業 総合職 北九州市

株式会社トクヤマロジスティクス 車両による運送業 総合職 山口

福山通運株式会社　大阪支店 車両による運送業 総合職 大阪

日本郵便輸送株式会社 車両による運送業 総合職 東京

㈱一条工務店　KRYハウジングサイト 徳山展示場 住宅 総合職 山口

メディアファイブ株式会社 情報サービス業 総合職 福岡(北九州外)

㈱ディアーズ・ブレイン　グレイスヒル・オーシャンテラス 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 鹿児島

株式会社ブラス　MIEL CITRON 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 三重

西鉄旅行株式会社　北九州支店 生活関連サービス（旅行業） 総合職 北九州市

株式会社上塩精工 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 一般事務 福岡(北九州外)

北九福鳥株式会社　飯塚営業所 飲食料品卸売 一般事務 福岡(北九州外)

ヤマエ久野株式会社　北九州支店 飲食料品卸売 一般事務 北九州市

株式会社日伝　北九州営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

大分トヨペット株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 大分

ネッツトヨタ山口株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

株式会社ブレイン　九州営業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

株式会社みづま 技術サービ業 一般事務 福岡(北九州外)

㈱西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

㈱西日本シティ銀行　大分県内支店 銀行 一般事務 大分

清和中央ホールディングス㈱　九州支社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社ヤマックス 車両による運送業 一般事務 北九州市

エムケイ株式会社 車両による運送業 一般事務 京都

エムケイ株式会社　福岡事務所 車両による運送業 一般事務 福岡(北九州外)

株式会社なかやしき 住宅 一般事務 北九州市

信和鋼板株式会社 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

株式会社ダイセキ　九州事業所 廃棄物処理業 一般事務 北九州市

株式会社リアークスファインド 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 東京

共栄火災海上保険株式会社　北九州支社 保険 一般事務 北九州市

日本郵便株式会社　北九州市内郵便局 郵便局 一般事務 北九州市

ホシザキ北九株式会社 機械器具卸売 営業 福岡(北九州外)

株式会社朝日広告社 広告業 営業 北九州市

東海東京証券株式会社　東京本部 証券 営業 東京

株式会社富世 職業紹介・労働者派遣業 営業 福岡(北九州外)

コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱　西小倉支店 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 営業 北九州市

日本旅行サービス株式会社　九州団体営業部 生活関連サービス（旅行業） 営業 福岡(北九州外)

㈱マーキュリー　福岡支店（福岡市内事業所） 専門サービス業（その他） 営業 福岡(北九州外)

株式会社エミアス 不動産取引・賃貸・管理業 営業 山口

株式会社ライフキット 保険 営業 北九州市

明治安田生命保険相互会社　福岡支社 保険 営業 福岡(北九州外)

明治安田生命保険相互会社　大阪北支社 保険 営業 大阪

稲益造船株式会社 輸送用機械器具製造業 営業 北九州市

日本郵便株式会社　福岡県内その他郵便局 郵便局 営業 福岡(北九州外)

花王カスタマーマーケティング㈱　大分県内店舗 化粧品等小売 販売 大分

青山商事株式会社　洋服の青山天神総本店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州外)

株式会社にしけい　大阪支社 その他の事業サービス（ビルメンテナンス・警備業等） 保安職業従事者 大阪

丸喜鋼業株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 生産工程従事者 北九州市

㈱ポジティブドリームパーソンズ　ザ マーカススクエア神戸 生活関連サービス（冠婚葬祭業） その他のサービス職 兵庫

株式会社ユニマットプレシャス 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 東京



【 観光文化学科 2017年度就職先：就業地別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

ヤマエ久野株式会社　北九州支店 飲食料品卸売 一般事務 北九州市

株式会社日伝　北九州営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

株式会社ブレイン　九州営業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

㈱西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

清和中央ホールディングス㈱　九州支社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社ヤマックス 車両による運送業 一般事務 北九州市

株式会社なかやしき 住宅 一般事務 北九州市

信和鋼板株式会社 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

株式会社ダイセキ　九州事業所 廃棄物処理業 一般事務 北九州市

共栄火災海上保険株式会社　北九州支社 保険 一般事務 北九州市

日本郵便株式会社　北九州市内郵便局 郵便局 一般事務 北九州市

株式会社朝日広告社 広告業 営業 北九州市

コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱　西小倉支店 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 営業 北九州市

株式会社ライフキット 保険 営業 北九州市

稲益造船株式会社 輸送用機械器具製造業 営業 北九州市

丸喜鋼業株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 生産工程従事者 北九州市

第一交通産業株式会社 車両による運送業 総合職 北九州市

西鉄旅行株式会社　北九州支店 生活関連サービス（旅行業） 総合職 北九州市

社会医療法人財団池友会　新小文字病院 一般病院 病院事務 北九州市

株式会社上塩精工 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 一般事務 福岡(北九州外)

北九福鳥株式会社　飯塚営業所 飲食料品卸売 一般事務 福岡(北九州外)

株式会社みづま 技術サービ業 一般事務 福岡(北九州外)

エムケイ株式会社　福岡事務所 車両による運送業 一般事務 福岡(北九州外)

ホシザキ北九株式会社 機械器具卸売 営業 福岡(北九州外)

株式会社富世 職業紹介・労働者派遣業 営業 福岡(北九州外)

日本旅行サービス株式会社　九州団体営業部 生活関連サービス（旅行業） 営業 福岡(北九州外)

㈱マーキュリー　福岡支店（福岡市内事業所） 専門サービス業（その他） 営業 福岡(北九州外)

明治安田生命保険相互会社　福岡支社 保険 営業 福岡(北九州外)

日本郵便株式会社　福岡県内その他郵便局 郵便局 営業 福岡(北九州外)

中嶌屋 飲食業 総合職 福岡(北九州外)

㈱西日本シティ銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

メディアファイブ株式会社 情報サービス業 総合職 福岡(北九州外)

青山商事株式会社　洋服の青山天神総本店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州外)

株式会社ユニマットプレシャス 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 東京

株式会社リアークスファインド 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 東京

東海東京証券株式会社　東京本部 証券 営業 東京

日本郵便輸送株式会社 車両による運送業 総合職 東京

株式会社ザ・ワークス 映像・音声・文字情報制作（その他）
他の専門的･技術的職業従

事者(福祉職以外)
東京

エムケイ株式会社 車両による運送業 一般事務 京都

㈱ポジティブドリームパーソンズ　ザ マーカススクエア神戸 生活関連サービス（冠婚葬祭業） その他のサービス職 兵庫

明治安田生命保険相互会社　大阪北支社 保険 営業 大阪

福山通運株式会社　大阪支店 車両による運送業 総合職 大阪

株式会社にしけい　大阪支社 その他の事業サービス（ビルメンテナンス・警備業等） 保安職業従事者 大阪

株式会社ブラス　MIEL CITRON 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 三重

ネッツトヨタ山口株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

株式会社エミアス 不動産取引・賃貸・管理業 営業 山口

西中国信用金庫 協同組織（信用金庫・信用組合等） 総合職 山口

株式会社山口銀行 銀行 総合職 山口

株式会社トクヤマロジスティクス 車両による運送業 総合職 山口

㈱一条工務店　KRYハウジングサイト 徳山展示場 住宅 総合職 山口

大分トヨペット株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 大分

㈱西日本シティ銀行　大分県内支店 銀行 一般事務 大分

花王カスタマーマーケティング㈱　大分県内店舗 化粧品等小売 販売 大分

医療法人ひらまつ病院 一般病院
保健医療サービス（看護助

手・歯科助手等）
佐賀

株式会社丸菱 飲食料品卸売 総合職 熊本

株式会社宮崎太陽銀行 銀行 総合職 宮崎

㈱ディアーズ・ブレイン　グレイスヒル・オーシャンテラス 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 鹿児島


