
【 観光文化学科 2021年度就職先：業種別一覧表 】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

学校法人西南女学院 大学 一般事務 北九州市

下関体育センター株式会社 山口県内店舗 その他の教育、学習支援業 他の専門的･技術的職業従事者(福祉職以外) 山口

朝日生命保険相互会社 北九州支社 保険 総合職 北九州市

イオン保険サービス株式会社 保険 総合職 千葉

明治安田生命保険相互会社 熊本支社 保険 営業 熊本

日本生命保険相互会社  北九州支社 保険 営業 北九州市

株式会社ジャックス 福岡支店 その他の金融業 総合職 福岡(北九州市以外)

医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州市以外)

医療法人栄信会 ワハハキッズデンタルランド

      ＆おとな歯科ホワイトエッセンス周南院
医院(歯科) 保健医療サービス看護助手・歯科助手等） 山口

弁護士法人リベラ 専門サービス業（法務） 一般事務 北九州市

株式会社朝日広告社 広告業 総合職 北九州市

日鉄エンジニアリング株式会社  北九州技術センター 技術サービス業 一般事務 北九州市

大英産業株式会社 住宅 総合職 北九州市

株式会社Lib Work 住宅 総合職 熊本

株式会社オリエンタルコンサルタンツ その他建設 総合職 北九州市

パナソニック株式会社 パナソニックリビングショウルーム北九州 その他の製造業 営業 北九州市

山崎製パン株式会社 熊本工場 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 営業 熊本

株式会社マツモト 印刷・同関連業 一般事務 北九州市

株式会社再春館製薬所 化学工業・石油・石炭製品製造業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 熊本

株式会社西日本メタル 福山事業所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 生産工程従事者 広島

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

株式会社ヤマックス 車両による運送業 一般事務 北九州市

リックス株式会社 小倉営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

富士商グループホールディングス株式会社 各種商品卸売（総合商社） 総合職 山口

株式会社丸久 百貨店・スーパー 総合職 山口

サンテレコム株式会社 山口県内店舗 機械器具小売（携帯電話） 販売 山口

山口トヨタ自動車株式会社 宇部店 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

ネッツトヨタ山口株式会社 下関店 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

ネッツトヨタ山口株式会社 山口県内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

株式会社スズキ自販福岡 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州市以外)

株式会社南九州マツダ 宮崎県内店舗 機械器具小売（自動車） 営業 宮崎

株式会社ルネ 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 総合職 北九州市

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド サマンサタバサ博多阪急店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州市以外)

株式会社パル BEARDSLEYアミュプラザ博多店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州市以外)

株式会社DAIVERS スターファーマシー 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 福岡(北九州市以外)

株式会社大信薬局 陣原駅前店 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 北九州市

株式会社コスモス薬品 鹿児島県内店舗 ドラッグストア 総合職 鹿児島

日本ファイバー株式会社 その他の小売業 総合職 福岡(北九州市以外)

株式会社オンデーズ アミュプラザ小倉店 その他の小売業 販売 北九州市

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 北九州市内店舗 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 北九州市

株式会社加賀屋 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 石川

株式会社ヒューテックノオリン 埼玉県内店舗 倉庫業 総合職 埼玉

高見株式会社 TAKAMI BRIDAL FUKUOKA 物品賃貸業 ブライダルスタッフ 福岡(北九州市以外)

株式会社ウェディングボックス 北九州市内店舗 物品賃貸業 総合職 北九州市

Evand株式会社 福岡支社 職業紹介・労働者派遣業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 福岡(北九州市以外)

株式会社ＴＫＵヒューマン 職業紹介・労働者派遣業 営業 熊本

株式会社アウトソーシングテクノロジー 名古屋支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 愛知

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Plan・Do・See 兵庫県内店舗 生活関連サービス（冠婚葬祭業） ブライダルスタッフ 兵庫

株式会社セドナエンタープライズ 天神店 生活関連サービス（その他） その他のサービス職 福岡(北九州市以外)

株式会社ダスキン山口 生活関連サービス（その他） 営業 山口

株式会社にしけい 東京支社 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 東京

ハウステンボス株式会社 娯楽業 総合職 ⾧崎



【 観光文化学科 2021年度就職先：職種別一覧表 】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

朝日生命保険相互会社 北九州支社 保険 総合職 北九州市

イオン保険サービス株式会社 保険 総合職 千葉

株式会社ジャックス 福岡支店 その他の金融業 総合職 福岡(北九州市以外)

株式会社朝日広告社 広告業 総合職 北九州市

大英産業株式会社 住宅 総合職 北九州市

株式会社Lib Work 住宅 総合職 熊本

株式会社オリエンタルコンサルタンツ その他建設 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

富士商グループホールディングス株式会社 各種商品卸売（総合商社） 総合職 山口

株式会社丸久 百貨店・スーパー 総合職 山口

株式会社ルネ 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 総合職 北九州市

株式会社コスモス薬品 鹿児島県内店舗 ドラッグストア 総合職 鹿児島

日本ファイバー株式会社 その他の小売業 総合職 福岡(北九州市以外)

株式会社ヒューテックノオリン 埼玉県内店舗 倉庫業 総合職 埼玉

株式会社ウェディングボックス 北九州市内店舗 物品賃貸業 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

ハウステンボス株式会社 娯楽業 総合職 ⾧崎

学校法人西南女学院 大学 一般事務 北九州市

弁護士法人リベラ 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  北九州技術センター 技術サービス業 一般事務 北九州市

株式会社マツモト 印刷・同関連業 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

リックス株式会社 小倉営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

山口トヨタ自動車株式会社 宇部店 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

ネッツトヨタ山口株式会社 下関店 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

ネッツトヨタ山口株式会社 山口県内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

株式会社DAIVERS スターファーマシー 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 福岡(北九州市以外)

株式会社大信薬局 陣原駅前店 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 北九州市

株式会社アウトソーシングテクノロジー 名古屋支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 愛知

医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州市以外)

株式会社再春館製薬所 化学工業・石油・石炭製品製造業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 熊本

Evand株式会社 福岡支社 職業紹介・労働者派遣業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 福岡(北九州市以外)

下関体育センター株式会社 山口県内店舗 その他の教育、学習支援業 他の専門的･技術的職業従事者(福祉職以外) 山口

明治安田生命保険相互会社 熊本支社 保険 営業 熊本

日本生命保険相互会社  北九州支社 保険 営業 北九州市

パナソニック株式会社 パナソニックリビングショウルーム北九州 その他の製造業 営業 北九州市

山崎製パン株式会社 熊本工場 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 営業 熊本

株式会社スズキ自販福岡 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州市以外)

株式会社南九州マツダ 宮崎県内店舗 機械器具小売（自動車） 営業 宮崎

株式会社ＴＫＵヒューマン 職業紹介・労働者派遣業 営業 熊本

株式会社ダスキン山口 生活関連サービス（その他） 営業 山口

サンテレコム株式会社 山口県内店舗 機械器具小売（携帯電話） 販売 山口

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド サマンサタバサ博多阪急店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州市以外)

株式会社パル BEARDSLEYアミュプラザ博多店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州市以外)

株式会社オンデーズ アミュプラザ小倉店 その他の小売業 販売 北九州市

医療法人栄信会 ワハハキッズデンタルランド

      ＆おとな歯科ホワイトエッセンス周南院
医院(歯科) 保健医療サービス看護助手・歯科助手等） 山口

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 北九州市内店舗 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 北九州市

株式会社加賀屋 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 石川

高見株式会社 TAKAMI BRIDAL FUKUOKA 物品賃貸業 ブライダルスタッフ 福岡(北九州市以外)

株式会社Plan・Do・See 兵庫県内店舗 生活関連サービス（冠婚葬祭業） ブライダルスタッフ 兵庫

株式会社セドナエンタープライズ 天神店 生活関連サービス（その他） その他のサービス職 福岡(北九州市以外)

株式会社西日本メタル 福山事業所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 生産工程従事者 広島

株式会社にしけい 東京支社 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 東京



【 観光文化学科 2021年度就職先：就業地別一覧表 】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

朝日生命保険相互会社 北九州支社 保険 総合職 北九州市

株式会社朝日広告社 広告業 総合職 北九州市

大英産業株式会社 住宅 総合職 北九州市

株式会社オリエンタルコンサルタンツ その他建設 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

株式会社ルネ 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 総合職 北九州市

株式会社ウェディングボックス 北九州市内店舗 物品賃貸業 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

学校法人西南女学院 大学 一般事務 北九州市

弁護士法人リベラ 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  北九州技術センター 技術サービス業 一般事務 北九州市

株式会社マツモト 印刷・同関連業 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

リックス株式会社 小倉営業所 機械器具卸売 一般事務 北九州市

株式会社大信薬局 陣原駅前店 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 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

パナソニック株式会社 パナソニックリビングショウルーム北九州 その他の製造業 営業 北九州市

株式会社オンデーズ アミュプラザ小倉店 その他の小売業 販売 北九州市

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 北九州市内店舗 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 北九州市

株式会社ジャックス 福岡支店 その他の金融業 総合職 福岡(北九州市以外)

日本ファイバー株式会社 その他の小売業 総合職 福岡(北九州市以外)

株式会社DAIVERS スターファーマシー 医薬品小売（薬局・調剤薬局） 一般事務 福岡(北九州市以外)

医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 一般病院 病院事務 福岡(北九州市以外)

Evand株式会社 福岡支社 職業紹介・労働者派遣業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 福岡(北九州市以外)

株式会社スズキ自販福岡 機械器具小売（自動車） 営業 福岡(北九州市以外)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド サマンサタバサ博多阪急店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州市以外)

株式会社パル BEARDSLEYアミュプラザ博多店 織物・衣服・身の回り品小売（アパレル） 販売 福岡(北九州市以外)

高見株式会社 TAKAMI BRIDAL FUKUOKA 物品賃貸業 ブライダルスタッフ 福岡(北九州市以外)

株式会社セドナエンタープライズ 天神店 生活関連サービス（その他） その他のサービス職 福岡(北九州市以外)

株式会社にしけい 東京支社 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 東京

株式会社ヒューテックノオリン 埼玉県内店舗 倉庫業 総合職 埼玉

イオン保険サービス株式会社 保険 総合職 千葉

株式会社加賀屋 宿泊業（ホテル・旅館等） ホテルスタッフ 石川

株式会社アウトソーシングテクノロジー 名古屋支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 愛知

株式会社Plan・Do・See 兵庫県内店舗 生活関連サービス（冠婚葬祭業） ブライダルスタッフ 兵庫

株式会社西日本メタル 福山事業所 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 生産工程従事者 広島

富士商グループホールディングス株式会社 各種商品卸売（総合商社） 総合職 山口

株式会社丸久 百貨店・スーパー 総合職 山口

山口トヨタ自動車株式会社 宇部店 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

ネッツトヨタ山口株式会社 下関店 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

ネッツトヨタ山口株式会社 山口県内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

下関体育センター株式会社 山口県内店舗 その他の教育、学習支援業 他の専門的･技術的職業従事者(福祉職以外) 山口

株式会社ダスキン山口 生活関連サービス（その他） 営業 山口

サンテレコム株式会社 山口県内店舗 機械器具小売（携帯電話） 販売 山口

医療法人栄信会 ワハハキッズデンタルランド

      ＆おとな歯科ホワイトエッセンス周南院
医院(歯科) 保健医療サービス看護助手・歯科助手等） 山口

ハウステンボス株式会社 娯楽業 総合職 ⾧崎

株式会社Lib Work 住宅 総合職 熊本

株式会社再春館製薬所 化学工業・石油・石炭製品製造業 その他の事務従事者（秘書、駅業務等） 熊本

明治安田生命保険相互会社 熊本支社 保険 営業 熊本

山崎製パン株式会社 熊本工場 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 営業 熊本

株式会社ＴＫＵヒューマン 職業紹介・労働者派遣業 営業 熊本

株式会社南九州マツダ 宮崎県内店舗 機械器具小売（自動車） 営業 宮崎

株式会社コスモス薬品 鹿児島県内店舗 ドラッグストア 総合職 鹿児島


