
【 観光文化学科 2018年度就職先：業種別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

㈱クラ・ゼミ　こどもサポート教室「きらり」福岡小倉到津校 障がい児施設 支援員 北九州市

北九州農業協同組合　二島支店 協同組合 総合職 北九州市

福岡ひびき信用金庫　福岡県内その他支店 協同組織（信用金庫・信用組合等） 総合職 福岡(北九州外)

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 北九州市

株式会社福岡銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

株式会社鹿児島銀行 銀行 総合職 鹿児島

株式会社西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

日本生命保険相互会社  北九州支社 保険 営業 北九州市

明治安田生命保険相互会社　北九州支社 保険 営業 北九州市

日本郵便株式会社　北九州市内郵便局 郵便局 営業 北九州市

株式会社ネクシィーズ　福岡支店 広告業 営業 福岡(北九州外)

ANAウイングス株式会社　福岡空港 航空業 客室乗務員 福岡(北九州外)

ANA福岡空港株式会社 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 福岡(北九州外)

サンデン交通株式会社　山口宇部空港 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 山口

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

株式会社深江工作所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

株式会社タカギ その他の製造業 総合職 北九州市

タカラスタンダード株式会社　福岡支社 その他の製造業 総合職 福岡(北九州外)

池田興業株式会社　栃木県内支店 その他建設 総合職 栃木

株式会社古川商店 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

三鋼販西日本株式会杜 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社キシヤ　福岡西営業所 機械器具卸売 総合職 福岡(北九州外)

ダイキンHVACソリューション九州株式会社　北九州支店 機械器具卸売 一般事務 北九州市

ネッツトヨタ北九州株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 北九州市

福岡トヨペット株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州外)

山口トヨタ自動車株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

株式会社IDOM　佐賀・熊本・鹿児島 機械器具小売（自動車） 営業 佐賀・熊本・鹿児島

株式会社ネクステージ　SUV LAND北九州 機械器具小売（自動車） 営業 北九州市

株式会社いちのみや薬局グループ 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 山口

ヤマエ久野株式会社 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　北九州市内店 飲食料品卸売 一般事務 北九州市

有限会社MK Family 飲食料品小売 総合職 北九州市

TOTOアクアエンジ株式会社 その他の卸売業 総合職 東京

株式会社ルームワン　ルームワン京都店 その他の小売業 営業 京都

株式会社イズミ 百貨店・スーパー 総合職 広島

ロイヤルホールディングス株式会社　東京本部 飲食業 総合職 東京

㈱アゴーラ・ホテルマネジメント福岡　アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

株式会社西鉄シティホテル 宿泊業（ホテル・旅館等） 総合職 福岡(北九州外)

ホテルマネージメントインターナショナル㈱　湯本観光ホテル西京 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 山口

株式会社法華倶楽部　ホテル法華クラブ福岡・熊本 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)・熊本

株式会社不動産中央情報センター 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 北九州市

株式会社ティーケーピー　福岡市内事業所 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社ワールドインテック　名古屋営業所 職業紹介・労働者派遣業 総合職 愛知

パーソルキャリア株式会社 職業紹介・労働者派遣業 総合職 東京

株式会社ゼネラルリンク 職業紹介・労働者派遣業 営業 東京

株式会社ウチヤマホールディングス 専門サービス業（その他） 一般事務 北九州市

阿部哲茂法律事務所 専門サービス業（法務） 一般事務 北九州市

日鉄エンジニアリング株式会社  戸畑事業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

メディアファイブ株式会社 情報サービス業 情報処理通信技術者 福岡(北九州外)

応研株式会社　東京本社 情報サービス業 営業 東京

株式会社アルメックス　福岡支店 情報サービス業 営業 福岡(北九州外)

GMOペパボ株式会社 インターネット付随サービス業
その他の事務従事者

（秘書、駅業務等）
東京

株式会社サンレー 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 北九州市

高見株式会社　赤坂ル・アンジェ教会 生活関連サービス（冠婚葬祭業） その他のサービス職 福岡(北九州外)

株式会社エイチ・アイ・エス　福岡市内店舗 生活関連サービス（旅行業） 総合職 福岡(北九州外)

名鉄観光サービス株式会社　北九州支店 生活関連サービス（旅行業） 営業 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

株式会社西日本シネ用品 物品賃貸業
他の専門的･技術的職業

従事者(福祉職以外)
福岡(北九州外)



【 観光文化学科 2018年度就職先：職種別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

ANAウイングス株式会社　福岡空港 航空業 客室乗務員 福岡(北九州外)

ANA福岡空港株式会社 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 福岡(北九州外)

サンデン交通株式会社　山口宇部空港 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 山口

メディアファイブ株式会社 情報サービス業 情報処理通信技術者 福岡(北九州外)

株式会社西日本シネ用品 物品賃貸業
他の専門的･技術的職業従

事者(福祉職以外)
福岡(北九州外)

GMOペパボ株式会社 インターネット付随サービス業
その他の事務従事者（秘

書、駅業務等）
東京

㈱クラ・ゼミ　こどもサポート教室「きらり」福岡小倉到津校 障がい児施設 支援員 北九州市

TOTOアクアエンジ株式会社 その他の卸売業 総合職 東京

株式会社タカギ その他の製造業 総合職 北九州市

タカラスタンダード株式会社　福岡支社 その他の製造業 総合職 福岡(北九州外)

池田興業株式会社　栃木県内支店 その他建設 総合職 栃木

ロイヤルホールディングス株式会社　東京本部 飲食業 総合職 東京

有限会社MK Family 飲食料品小売 総合職 北九州市

株式会社キシヤ　福岡西営業所 機械器具卸売 総合職 福岡(北九州外)

北九州農業協同組合　二島支店 協同組合 総合職 北九州市

福岡ひびき信用金庫　福岡県内その他支店 協同組織（信用金庫・信用組合等） 総合職 福岡(北九州外)

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 北九州市

株式会社福岡銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

株式会社鹿児島銀行 銀行 総合職 鹿児島

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

株式会社西鉄シティホテル 宿泊業（ホテル・旅館等） 総合職 福岡(北九州外)

株式会社ワールドインテック　名古屋営業所 職業紹介・労働者派遣業 総合職 愛知

パーソルキャリア株式会社 職業紹介・労働者派遣業 総合職 東京

株式会社サンレー 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 北九州市

株式会社エイチ・アイ・エス　福岡市内店舗 生活関連サービス（旅行業） 総合職 福岡(北九州外)

株式会社イズミ 百貨店・スーパー 総合職 広島

株式会社不動産中央情報センター 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 北九州市

株式会社ティーケーピー　福岡市内事業所 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社いちのみや薬局グループ 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 山口

ヤマエ久野株式会社 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　北九州市内店 飲食料品卸売 一般事務 北九州市

ダイキンHVACソリューション九州株式会社　北九州支店 機械器具卸売 一般事務 北九州市

ネッツトヨタ北九州株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 北九州市

山口トヨタ自動車株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

日鉄エンジニアリング株式会社  戸畑事業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

株式会社西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

株式会社古川商店 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

三鋼販西日本株式会杜 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社ウチヤマホールディングス 専門サービス業（その他） 一般事務 北九州市

阿部哲茂法律事務所 専門サービス業（法務） 一般事務 北九州市

株式会社深江工作所 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

株式会社ルームワン　ルームワン京都店 その他の小売業 営業 京都

福岡トヨペット株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州外)

株式会社IDOM　佐賀・熊本・鹿児島 機械器具小売（自動車） 営業 佐賀・熊本・鹿児島

株式会社ネクステージ　SUV LAND北九州 機械器具小売（自動車） 営業 北九州市

株式会社ネクシィーズ　福岡支店 広告業 営業 福岡(北九州外)

応研株式会社　東京本社 情報サービス業 営業 東京

株式会社アルメックス　福岡支店 情報サービス業 営業 福岡(北九州外)

株式会社ゼネラルリンク 職業紹介・労働者派遣業 営業 東京

名鉄観光サービス株式会社　北九州支店 生活関連サービス（旅行業） 営業 北九州市

日本生命保険相互会社  北九州支社 保険 営業 北九州市

明治安田生命保険相互会社　北九州支社 保険 営業 北九州市

日本郵便株式会社　北九州市内郵便局 郵便局 営業 北九州市

高見株式会社　赤坂ル・アンジェ教会 生活関連サービス（冠婚葬祭業） その他のサービス職 福岡(北九州外)

㈱アゴーラ・ホテルマネジメント福岡　アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

ホテルマネージメントインターナショナル㈱　湯本観光ホテル西京 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 山口

株式会社法華倶楽部　ホテル法華クラブ福岡・熊本 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)・熊本



【 観光文化学科 2018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　北九州市内店 飲食料品卸売 一般事務 北九州市

ダイキンHVACソリューション九州株式会社　北九州支店 機械器具卸売 一般事務 北九州市

ネッツトヨタ北九州株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 北九州市

日鉄エンジニアリング株式会社  戸畑事業所 技術サービ業 一般事務 北九州市

株式会社西日本シティ銀行　北九州市内支店 銀行 一般事務 北九州市

株式会社古川商店 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

三鋼販西日本株式会杜 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 北九州市

株式会社ウチヤマホールディングス 専門サービス業（その他） 一般事務 北九州市

阿部哲茂法律事務所 専門サービス業（法務） 一般事務 北九州市

株式会社深江工作所 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

株式会社ネクステージ　SUV LAND北九州 機械器具小売（自動車） 営業 北九州市

名鉄観光サービス株式会社　北九州支店 生活関連サービス（旅行業） 営業 北九州市

日本生命保険相互会社  北九州支社 保険 営業 北九州市

明治安田生命保険相互会社　北九州支社 保険 営業 北九州市

日本郵便株式会社　北九州市内郵便局 郵便局 営業 北九州市

㈱クラ・ゼミ　こどもサポート教室「きらり」福岡小倉到津校 障がい児施設 支援員 北九州市

株式会社タカギ その他の製造業 総合職 北九州市

有限会社MK Family 飲食料品小売 総合職 北九州市

北九州農業協同組合　二島支店 協同組合 総合職 北九州市

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 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

株式会社サンレー 生活関連サービス（冠婚葬祭業） 総合職 北九州市

株式会社不動産中央情報センター 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 北九州市

福岡ひびき信用金庫　福岡県内その他支店 協同組織（信用金庫・信用組合等） 総合職 福岡(北九州外)

高見株式会社　赤坂ル・アンジェ教会 生活関連サービス（冠婚葬祭業） その他のサービス職 福岡(北九州外)

㈱アゴーラ・ホテルマネジメント福岡　アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

ヤマエ久野株式会社 飲食料品卸売 一般事務 福岡(北九州外)

福岡トヨペット株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州外)

株式会社ネクシィーズ　福岡支店 広告業 営業 福岡(北九州外)

株式会社アルメックス　福岡支店 情報サービス業 営業 福岡(北九州外)

ANAウイングス株式会社　福岡空港 航空業 客室乗務員 福岡(北九州外)

ANA福岡空港株式会社 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 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 情報処理通信技術者 福岡(北九州外)

タカラスタンダード株式会社　福岡支社 その他の製造業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社キシヤ　福岡西営業所 機械器具卸売 総合職 福岡(北九州外)

株式会社福岡銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

株式会社西鉄シティホテル 宿泊業（ホテル・旅館等） 総合職 福岡(北九州外)

株式会社エイチ・アイ・エス　福岡市内店舗 生活関連サービス（旅行業） 総合職 福岡(北九州外)

株式会社ティーケーピー　福岡市内事業所 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社西日本シネ用品 物品賃貸業
他の専門的･技術的職業従

事者(福祉職以外)
福岡(北九州外)

株式会社法華倶楽部　ホテル法華クラブ福岡・熊本 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)・熊本

GMOペパボ株式会社 インターネット付随サービス業
その他の事務従事者（秘

書、駅業務等）
東京

応研株式会社　東京本社 情報サービス業 営業 東京

株式会社ゼネラルリンク 職業紹介・労働者派遣業 営業 東京

TOTOアクアエンジ株式会社 その他の卸売業 総合職 東京

ロイヤルホールディングス株式会社　東京本部 飲食業 総合職 東京

パーソルキャリア株式会社 職業紹介・労働者派遣業 総合職 東京

池田興業株式会社　栃木県内支店 その他建設 総合職 栃木

株式会社ワールドインテック　名古屋営業所 職業紹介・労働者派遣業 総合職 愛知

株式会社ルームワン　ルームワン京都店 その他の小売業 営業 京都

株式会社イズミ 百貨店・スーパー 総合職 広島

ホテルマネージメントインターナショナル㈱　湯本観光ホテル西京 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 山口

株式会社いちのみや薬局グループ 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 山口

山口トヨタ自動車株式会社 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

サンデン交通株式会社　山口宇部空港 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 山口

株式会社IDOM　佐賀・熊本・鹿児島 機械器具小売（自動車） 営業 佐賀・熊本・鹿児島

株式会社鹿児島銀行 銀行 総合職 鹿児島


