
【 観光文化学科 2019年度就職先：業種別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター 国立病院機構 病院事務 広島

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

社会福祉法人むつみ会　ケアハウス木屋瀬 その他の老人福祉・介護事業 一般事務 北九州市

北九州農業協同組合 協同組合 総合職 北九州市

山口県農業協同組合 協同組合 総合職 山口

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 北九州市

株式会社山口銀行 銀行 総合職 山口

株式会社西日本シティ銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

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

株式会社スターフライヤー　羽田空港支店 航空業 空港グランドスタッフ 東京

株式会社ソラシドエア　羽田空港 航空業 客室乗務員 東京

西鉄エアサービス株式会社　北九州空港所 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 北九州市

株式会社JALスカイ九州　福岡空港所 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)

株式会社JALスカイ九州　熊本空港所 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 熊本

㈱ロジスティックスオペレーションサービス 車両による運送業 総合職 長崎

日本製鉄株式会社　八幡製鐵所 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
その他の事務従事者

（秘書、駅業務等）
北九州市

クリナップ株式会社 その他の製造業 営業 東京

池田興業株式会社　三原支店 その他建設 総合職 広島

九州スズキ販売株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 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)

福岡スバル株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州外)

熊本トヨタ自動車株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 熊本

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NHC 飲食料品小売 営業 愛知

HOYA株式会社　アイケアカンパニー その他の小売業 総合職 北九州市

株式会社BANKANわものや　わものや博多店 その他の小売業 販売 福岡(北九州外)

株式会社岩田屋三越　岩田屋本店 百貨店・スーパー 販売 福岡(北九州外)

マックスバリュ西日本株式会社　兵庫県内店舗 百貨店・スーパー 販売 兵庫

㈱エフ・ジェイホテルズ ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

杉乃井ホテル&リゾート株式会社 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 大分

リゾートトラスト株式会社　エクシブ山中湖 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 山梨

株式会社Asteer　　ARK BLUE HOTEL 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 北九州市

㈱ホライズン・ホテルズ　ANAクラウンプラザホテル福岡 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

株式会社アンサー倶楽部 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 北九州市

株式会社ミクニ 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 北九州市

株式会社STAR CAREER　九州支店 職業紹介・労働者派遣業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社ビジネス情報テクニカルシステムズ 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

株式会社I2C 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

株式会社エイチ・アイ・エス　大分県内店舗 生活関連サービス（旅行業） 総合職 大分

株式会社山田屋　アベニュー山田屋小倉店 物品賃貸業 総合職 北九州市



【 観光文化学科 2019年度就職先：職種別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

株式会社ソラシドエア　羽田空港 航空業 客室乗務員 東京

西鉄エアサービス株式会社　北九州空港所 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 北九州市

株式会社JALスカイ九州　福岡空港所 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)

株式会社JALスカイ九州　熊本空港所 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 熊本

株式会社スターフライヤー　羽田空港支店 航空業 空港グランドスタッフ 東京

株式会社ビジネス情報テクニカルシステムズ 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

株式会社I2C 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

株式会社タカギ その他の製造業
その他の事務従事者（秘

書、駅業務等）
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

独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター 国立病院機構 病院事務 広島

HOYA株式会社　アイケアカンパニー その他の小売業 総合職 北九州市

池田興業株式会社　三原支店 その他建設 総合職 広島

北九州農業協同組合 協同組合 総合職 北九州市

山口県農業協同組合 協同組合 総合職 山口

株式会社北九州銀行 銀行 総合職 北九州市

株式会社山口銀行 銀行 総合職 山口

株式会社西日本シティ銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

㈱ロジスティックスオペレーションサービス 車両による運送業 総合職 長崎

株式会社STAR CAREER　九州支店 職業紹介・労働者派遣業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社エイチ・アイ・エス　大分県内店舗 生活関連サービス（旅行業） 総合職 大分

株式会社ミクニ 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 北九州市

株式会社山田屋　アベニュー山田屋小倉店 物品賃貸業 総合職 北九州市

社会福祉法人むつみ会　ケアハウス木屋瀬 その他の老人福祉・介護事業 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

日本製鉄株式会社　八幡製鐵所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

株式会社アンサー倶楽部 不動産取引・賃貸・管理業 一般事務 北九州市

クリナップ株式会社 その他の製造業 営業 東京

株式会社NHC 飲食料品小売 営業 愛知

九州スズキ販売株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 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)

福岡スバル株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州外)

熊本トヨタ自動車株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 熊本

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

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BANKANわものや　わものや博多店 その他の小売業 販売 福岡(北九州外)

株式会社岩田屋三越　岩田屋本店 百貨店・スーパー 販売 福岡(北九州外)

マックスバリュ西日本株式会社　兵庫県内店舗 百貨店・スーパー 販売 兵庫

㈱エフ・ジェイホテルズ ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

杉乃井ホテル&リゾート株式会社 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 大分

リゾートトラスト株式会社　エクシブ山中湖 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 山梨

株式会社Asteer　　ARK BLUE HOTEL 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 北九州市

㈱ホライズン・ホテルズ　ANAクラウンプラザホテル福岡 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)



【 観光文化学科 2019年度就職先：就業地別一覧表 】

企業名称 業　種 職　種 就業地

株式会社タカギ その他の製造業
その他の事務従事者

（秘書、駅業務等）
北九州市

株式会社Asteer　　ARK BLUE HOTEL 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 北九州市

社会福祉法人むつみ会　ケアハウス木屋瀬 その他の老人福祉・介護事業 一般事務 北九州市

日本製鉄株式会社　八幡製鐵所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 一般事務 北九州市

株式会社アンサー倶楽部 不動産取引・賃貸・管理業 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

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

西鉄エアサービス株式会社　北九州空港所 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 北九州市

HOYA株式会社　アイケアカンパニー その他の小売業 総合職 北九州市

北九州農業協同組合 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

株式会社ミクニ 不動産取引・賃貸・管理業 総合職 北九州市

株式会社山田屋　アベニュー山田屋小倉店 物品賃貸業 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

㈱エフ・ジェイホテルズ ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

㈱ホライズン・ホテルズ　ANAクラウンプラザホテル福岡 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 福岡(北九州外)

九州スズキ販売株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 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)

福岡スバル株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州外)

株式会社JALスカイ九州　福岡空港所 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)

株式会社西日本シティ銀行　福岡県内その他支店 銀行 総合職 福岡(北九州外)

株式会社STAR CAREER　九州支店 職業紹介・労働者派遣業 総合職 福岡(北九州外)

株式会社BANKANわものや　わものや博多店 その他の小売業 販売 福岡(北九州外)

株式会社岩田屋三越　岩田屋本店 百貨店・スーパー 販売 福岡(北九州外)

クリナップ株式会社 その他の製造業 営業 東京

株式会社ソラシドエア　羽田空港 航空業 客室乗務員 東京

株式会社スターフライヤー　羽田空港支店 航空業 空港グランドスタッフ 東京

株式会社ビジネス情報テクニカルシステムズ 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

株式会社I2C 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

株式会社NHC 飲食料品小売 営業 愛知

リゾートトラスト株式会社　エクシブ山中湖 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 山梨

マックスバリュ西日本株式会社　兵庫県内店舗 百貨店・スーパー 販売 兵庫

池田興業株式会社　三原支店 その他建設 総合職 広島

独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター 国立病院機構 病院事務 広島

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

山口県農業協同組合 協同組合 総合職 山口

株式会社山口銀行 銀行 総合職 山口

杉乃井ホテル&リゾート株式会社 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 大分

株式会社エイチ・アイ・エス　大分県内店舗 生活関連サービス（旅行業） 総合職 大分

㈱ロジスティックスオペレーションサービス 車両による運送業 総合職 長崎

熊本トヨタ自動車株式会社 機械器具小売（自動車） 営業 熊本

株式会社JALスカイ九州　熊本空港所 運輸に附帯するサービス業 空港グランドスタッフ 熊本


