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就職先32
Chapter

就職先企業名

【鉱業・採石業・建設業】 
下野建設、昭和建設、大和ハウス工業、パナソ
ニック ホームズ、ヤマサハウス、渡辺組

【製造業】
JA食肉かごしま、南日本くみあい飼料、カミチク、
濵田酒造、大阪シーリング印刷、東洋紙業、渕上印
刷、ゴードー、再春館製薬所、メイクパックス、カク
ダイ、アルバック九州、日本精工、富士電機、三井
ハイテック、インフラテック、宇部マテリアルズ、
パラマウントベッド

【電気・ガス・熱供給・水道業】
九電工、コーアガス日本

【情報通信業】
シーフォーシー、DASH、JALインフォテック、NEC
フィールディング、QTnet、SCSKニアショアシステ
ムズ、TKC、UTテクノロジー、アイ・ティー・エス・
ジャパン、鹿児島放送（KKB）、京都アニメーション、
シティアスコム、ゼンリン、ディジテック、テレビ宮
崎、東京コンピュータサービス、西日本電信電話、
ファインズ、富士通鹿児島インフォネット、放送技
術社、毎日新聞社、南日本新聞社、南日本放送、南
日本リビング新聞社、リコーITソリューションズ

【運輸業、郵便業】
エムケイ、SBSフレック、いわさきコーポレーショ
ン、久留米運送、サンリツ、ソラシドエア、太陽運輸
倉庫、南国交通、富士フイルムロジスティックス、
マルエーフェリー、山九、共和海運

【卸売・小売業】
JR九州商事、Misumi、アトル、岡野商事、エスカ
コーポレーション、研文堂、サンコー、センコウ、ダ
イワボウ情報システム、南国殖産、ピソコモド、
エーコープ鹿児島、BANKANわものや、ITX、JR九
州リテール、アイ・エイチ・ジェイ、明石屋菓子店、
イケア・ジャパン、えがお、エバーライフ、エフ・
ディ・シィ・フレンズ、大嶌屋、オオゼキ、オーリッ
ク、熊本スバル自動車、健康家族、コスモス薬品、
三起商行（ミキハウス）、スズキ自販新潟、生活協
同組合コープかごしま、光通信、プリントネット、
山形屋、大和、Petit MINT、オーガランド

【金融・保険業】
あおぞら銀行、大分銀行、大分みらい信用金庫、
鹿児島銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金
庫、九州労働金庫、熊本第一信用金庫、十八銀行、
商工組合中央金庫、大和証券、長崎銀行、西日本
シティ銀行、日本政策金融公庫、肥後銀行、福岡銀
行、福岡県信用農業協同組合連合会（JA福岡信
連）、南日本銀行、宮崎銀行、楽天銀行、あいおい
ニッセイ同和損害保険、かんぽ生命保険、住友生
命保険、全国共済農業協同組合連合会鹿児島県
本部（JA共済連鹿児島）、全国労働者共済生活協
同組合連合会（全労災）、第一生命保険、東京海上
日動火災保険、南薩農業共済組合（NOSAI南薩）、
日本生命保険相互会社、富国生命保険、三井住友
海上火災保険

【不動産業・物品賃貸業】
GA technologies、MBC開発、TFDコーポレーショ
ン、イオンモール、鹿児島ターミナルビル、都市再生
機構、トラストホールディングス、野村不動産パー
トナーズ、レオパレス２１、カクイックスウィング、西
日本総合リース

【学術研究、専門・技術サービス業】
グランドビジョン、麻生、クイック福岡、トーマツ、
中﨑公認会計士事務所、日本地下技術、ホープ、
三菱電機プラントエンジニアリング、リプライオ
リティ、濱尚光税理士事務所

【宿泊業、飲食サービス業】
MSニューマン、スターバックスコーヒー ジャパン、
法華倶楽部

【生活関連サービス業、娯楽業】
JALナビア、アイ・ケイ・ケイ、アルファイン、ジャニーズ
事務所、セルモ、ダイナム、ヒラオカコーポレーション

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島大学、鹿屋体育大学、文理学園、ピアノ教室
（自営）、鹿児島県立博物館、個別指導塾スタン
ダード、全教研、鹿児島県歴史資料センター黎明
館、臨海

【医療・福祉】
国立病院機構 九州グループ、善仁会、日本ステリ、
鹿児島県国民健康保険団体連合会、常盤会、日本
年金機構、社会保険診療報酬支払基金

【複合サービス事業】
JA鹿児島県連、鹿児島みらい農業協同組合（JA鹿児島
みらい）

【サービス業】（他に分類されないもの）
妙心寺、アクトコール、鹿児島県医師会、鹿児島綜
合警備保障、高齢・障害・求職者雇用支援機構、タ
イムリー、テクノプロ、プライムアシスタンス、リ
ジョブ

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
大分労働局、海上自衛隊、鹿児島地方検察庁、鹿
児島法務局、鹿児島労働局、九州運輸局、九州管
区警察局、九州財務局、金融庁、熊本国税局、熊本
地方裁判所、熊本労働局、鹿児島地方裁判所、長
崎税関、福岡国税局、宮崎労働局、姶良市、阿久根
市、指宿市、沖縄県、鹿児島県、鹿児島県警察、鹿
児島市、鹿屋市、北九州市、熊本県、熊本市、久留
米市、佐世保市、那珂川町、長崎県、氷川町、福岡
市、南さつま市、西之表市、都城市、宮崎県、宮崎県
警察、宮崎市、由布市

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
鹿児島県公立高校、福岡市立中学校、出水高校、
鹿児島東高校、武中学校、喜界中学校、ホーチミン
日本人学校

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島大学、杉並高等専修学校

【医療・福祉】
指宿竹元病院、鹿児島県中央児童相談所、国立が
ん研究センター東病院、国立病院機構 仙台西多
賀病院、心身障害児総合医療療育センター、武井
内科クリニック、特定非営利活動法人ハッピー、
虹と海のホスピタル、福津子ども発達センター・
さくら館、三重県済生会明和病院、山鹿温泉リハ
ビリテーション病院

【サービス業】（他に分類されないもの）
SEI CORPORATION

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
伊佐市、鹿児島県

【鉱業・採石業・建設業】
森建設、ロイヤルホーム

【製造業】
再春館製薬所、財宝、リョーユーパン

【電気・ガス・熱供給・水道業】
ガスパル九州

【情報通信業】
Wiz、東芝デジタルソリューションズ、南国システ
ムサービス、日本農業新聞、南日本新聞社

【運輸業、郵便業】
天草エアライン、いわさきコーポレーション、鹿児
島海陸運送

【卸売・小売業】

SRL、アルファグループ、イオン九州、インハウス
久永、エディオン、南国殖産、阪東機工、富士ゼ
ロックス鹿児島、山形屋

【金融・保険業】
鹿児島銀行、東京海上日動火災保険、日新火災海
上保険、日本生命保険相互会社、野村證券、三菱
UFJ銀行、南日本銀行、宮崎太陽銀行、明治安田生
命保険相互会社、りそな銀行

【不動産業、物品賃貸業】　
MBC開発、ケン不動産リース、福岡空港ビルディ
ング

【学術研究、専門・技術サービス業】
アドウェイズ

【宿泊業、飲食サービス業】
509、薩摩一口餃子GAnho

【生活関連サービス業、娯楽業】
遠藤波津子美容室、ディアーズ・ブレイン、名鉄観
光サービス

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島市教育委員会、鹿児島市立少年自然の家、
鹿児島大学、熊本県立熊本聾学校、さなる九州、
星槎大学、ダッシュ、東京アカデミー、トライグ
ループ、桜ヶ丘中央幼稚園、グリュック音楽教室

【医療・福祉】
城東台小学校 城東台レインボークラブ、鹿児島
市社会事業協会（保育士）、リックキッズ、メディケ
ア・リハビリ、自営

【複合サービス事業】 
JA鹿児島県連,大学生活協同組合九州事業連合

【サービス業】（他に分類されないもの）
出水市（非常勤）、武雄市（非常勤）、エン・ジャパ
ン、綜合キャリアオプション、フォー・ジェイ、プラ
イムアシスタンス

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島県、鹿児島県（学校事務）、鹿児島県（心理）、
鹿児島市、鹿児島県警察、鹿児島市消防局、姶良市、
阿久根市、出水市、いちき串木野市、指宿市、鹿屋
市、霧島市、東串良町、三島村、鹿児島地方検察庁、
京都府（学校事務）、愛媛労働局、警察庁九州管区警
察局、宮崎市、大分県（司書）、島原市、西原村、東京
消防庁、大田区、横浜市

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
鹿児島県公立小学校、鹿児島県公立中学校、鹿児
島県公立高校、鹿児島県公立特別支援学校、宮崎
県公立小学校、宮崎県公立中学校、宮崎県公立高
校、大分県公立小学校、大分県公立中学校、大分
県公立特別支援学校、熊本県公立小学校、熊本県
公立中学校、長崎県公立小学校、長崎県公立中学
校、福岡県公立小学校、福岡県公立中学校、福岡
県公立特別支援学校、愛媛県公立小学校、高知県
公立小学校、山口県公立小学校、滋賀県公立小学
校、兵庫県公立小学校、兵庫県公立特別支援学
校、愛知県公立小学校、神奈川県公立小学校、神
奈川県公立中学校、東京都公立小学校、東京都公
立中学校、鹿児島大学教育学部附属中学校、鹿児
島大学教育学部附属特別支援学校、鹿児島純心
女子中学校・高等学校、鹿児島実業高等学校、鳳
凰高等学校、長崎玉成高等学校、早稲田佐賀中学
校・高等学校、八女学院中学校、ジャカルタ日本人
学校、バンコク日本人学校、香港日本人学校大埔
校、長野県公立小学校、鹿児島修学館中学校・高
等学校、東海大学付属相模高等学校

【鉱業・採石業・建設業】 
森建設、今別府産業、松田工務店、よかタウン

【製造業】
ウェルファムフーズ、熊本製粉、下堂園、渕上印
刷、再春館製薬所、小野薬品工業、マイクロカッ

ト、鉱研工業、コニカミノルタプラネタリウム
【情報通信業】

セントラルソフト、サザンクロスシステムズ、
SCSKニアショアシステムズ、アドヴァンスト・イ
ンフォメーション・デザイン、ソフトウエアビジョ
ン、南国システムサービス、インテック、シティア
スコム、TDCソフト、富士通鹿児島インフォネッ
ト、日本システム、南日本情報処理センター、
freep、ニック、ベニックソリューション、NTT
フィールドテクノ、コネクシオ、アララ、豆蔵、日本
アドバンス・テクノロジー

【運輸業、郵便業】 
ランテック

【卸売・小売業】
加根又本店、伊藤ハム販売、興和、加藤憲G.R.S.、
ゲンキー、アイティアイ、マツダオートザム鹿屋、
MFD モト・フィールド・ビッカーズ

【金融・保険業】
大分銀行、鹿児島相互信用金庫、熊本中央信用金庫、
広島銀行、東京スター銀行、日本生命保険相互会社

【学術研究、専門・技術サービス業】
宇宙技術開発、いわさきグループ、セルム、日本環
境衛生センター、ジオ･コミュニケーションズ、国
際航業、新日本科学

【宿泊業、飲食サービス業】
鮨の岩崎

【生活関連サービス業、娯楽業】
セドナエンタープライズ

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鷗州コーポレーション、アイオ

【医療・福祉】
日本年金機構

【サービス業】（他に分類されないもの）
蓮成寺、フューチャーリンクネットワーク、セコ
ム、アルトナー、モビテック、テクノプロ（テクノプ
ロ・IT社)、アウトソーシングテクノロジー、長島町
（非常勤）

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
九州財務局、熊本国税局、気象庁、鹿児島市、福岡
県警察、菊陽町、大分県、水俣市

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
大分市立中学校、福岡県立高校、南大隅高校、鹿
児島高等学校、頴娃高校、佐賀清和高等学校、福
岡県立高校、神奈川県立高校、宮崎県私立高校、
鹿児島市立中学校

【鉱業・採石業・建設業】
JFEプラントエンジ、アキュラホーム、安部日鋼工
業、安藤・間、一条工務店、植村組、大林組、関電
工、九電工、コーアツ工業、五洋建設、新興プラン
テック、新菱冷熱工業、積水ハウス、錢高組、ソ、
ネック、大気社、大成建設、大和ハウス工業、高砂
熱学工業、髙松建設、千代田工商、日揮、西日本高
速道路エンジニアリング九州、日立ビルシステ
ム、三井住友建設、三菱電機ビルテクノサービス、
三洋ハウス

【製造業】
IHI建材工業、ＩＨＩ、YKK AP、旭化成、アルバック九
州、アンリツインフィビス、いすゞ自動車、大分キ
ヤノン、岡野バルブ製造、オーレック、共立電機製
作所、京セラ、佐世保重工業、サムソン、シチズン
時計、シチズン時計鹿児島、シャープ、スズキ、西
部石油、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリ
ング、大王製紙、ダイキン工業、ダイハツ九州、ダ
イハツ工業、酉島製作所、日本ヒューマンメディ
ク、ニプロ、パナソニック デバイスＳＵＮＸ九州、フ
ジテック、富士チタン工業、本田技研工業、三井化
学、三井ハイテック、三菱自動車工業、宮崎富士通

コンポーネント、村田製作所、安川モートル、山佐
木材、ヤマハ熊本プロダクツ、ヤマハ発動機、湯山
製作所、吉川工業

【電気・ガス・熱供給・水道業】
日本ガス

【情報通信業】
BCC、BTV、freep、ＮＨＫアイテック、キャンドゥコ
ンセプト、RKKコンピューターサービス、アイ
ティーシェルパ、アラタナ、エイチ・シー・エス、エ
コー電子工業、オーイーシー、京セラコミュニ
ケーションシステム、コスモ・ソフト、セック、ソフ
トウエア・サイエンス、ソフトマックス、ソフト流通
センター、電盛社、日本システムデザイン、パナソ
ニック システムソリューションズ ジャパン、富士
ソフト、富士通エフ・アイ・ピー九州、富士通鹿児島
インフォネット、富士通九州システムサービス、
ボールド、安川情報九州、三菱UFJインフォメー
ションテクノロジー、南日本情報処理センター

【運輸業、郵便業】
九州商船、山九、東日本旅客鉄道

【卸売業・小売業】
えがお、サンワテクノス、清和ビジネス、ブリヂス
トンタイヤジャパン、丸久

【金融・保険業】
鹿児島銀行

【不動産・物品賃貸業】
カクイックス

【学術研究、専門・技術サービス業】
A・R・P、ｋｔ－ｓ、クボタ環境サービス、化学及血清
療法研究所、河村デザイン、新日本科学、デンソー
テクノ、西日本エンジニアリング、九電ハイテッ
ク、五省コンサルタント、三州技術コンサルタン
ト、大日本コンサルタント、中央コンサルタンツ、
復建調査設計、霧島ホールディングス、日鉄住金
環境プラントソリューションズ、安川エンジニア
リング

【生活関連サービス業、娯楽業】 
    LEGOLAND Japan、シティコミュニケーションズ、   
     ユーコー
【サービス業】（他に分類されないもの）

TS工建、ＲＫＢミューズ、アウトソーシングテクノロ
ジー、テクノプロ・デザイン社、西日本高速道路、
福岡北九州高速道路公社、日研トータルソーシング

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
国土交通省（航空局 航空管制官）、国土交通省（九
州地方整備局）、東京都特別区、広島地方検察庁、
長崎税関、奄美市、いちき串木野市、鹿児島県、鹿
児島市、熊本県警察、熊本市、佐世保市、薩摩川内
市、長崎県、西之表市、姫路市、広島県、宮崎県、宮
崎市

【鉱業・採石業・建設業】
安藤・間、エム・エムブリッジ、大林組、鹿島建設、
錢高組、大成建設、竹中工務店、日揮、ニューテッ
ク康和、平成建設

【製造業】
ADEKA、ATOUN、DIC、ＩＨＩ、JX金属、KJケミカル
ズ、KMアルミニウム、MORESCO、NOK、アイシ
ン・エィ・ダブリュ、アイシン精機、アキレス、アズ
ビル、アルバック九州、池田糖化工業、出光興産、
伊藤超短波、上野精機、宇部興産、荏原製作所、大
分キヤノン、大塚製薬、オムロン、オリバー、オル
ガノ、花王、川崎重工業、川澄化学工業、キヤノン、
京セラ、京セラドキュメントソリューションズ、熊
本乳業、興人フィルム&ケミカルズ、コイズミ照明、
小林製薬、サムソン、シスメックス、ジャパン マリ
ンユナイテッド、新日鐵住金、新日鉄住金化学、新
日鐵住金ステンレス、スズキ、住友大阪セメント、

住友重機械工業、住友電気工業、セイコーエプソ
ン、ソニー、ソニーセミコンダクタマニュファク
チャリング、ダイキン工業、ダイハツ工業、ダイヘ
ン、タクマ、中外製薬工業、テルモ、東京エレクト
ロン、東洋製罐、凸版印刷、トヨタ自動車九州、名
古屋製酪、ニチアス、日産化学工業、日産車体、ニ
プロ、日本インスツルメンツ、日本新薬、日本発
条、日本製紙、ネオス、パナソニック、日立金属、日
立製作所、ファナック、富士チタン工業、富士通、
富士電機、北興化学工業、朋栄、星光PMC、本田技
研工業、マイクロンメモリジャパン、牧野フライス
製作所、丸善石油化学、三島光産、三菱ケミカル、
三菱プレシジョン、三菱自動車工業、三菱重工業、
三菱電機、三菱電機FA産業機器、村田製作所、ユ
ニプレス、ラピスセミコンダクタ宮崎、ルネサスエ
レクトロニクス、安川電機

【電気・ガス・熱供給・水道業】
大分ガス、九州電力、西部ガス

【情報通信業】
ANAシステムズ、MJC、NECソリューションイノ
ベータ、ＮＴＴデータ・アイ、NTTドコモ、PSP、QＴ
net、SRD、インテリジェント ウェイブ、ジェーエム
エーシステムズ、トータル・ソフトウェア、ドコモ・
テクノロジ、南国情報サービス、ニッセイコム、日
本電気航空宇宙システム、フィックスターズ、富士
通鹿児島インフォネット、富士通九州システム
サービス、富士通九州ネットワークテクノロジー
ズ、富士通ソフトウェアテクノロジーズ、三菱電機
インフォメーションシステムズ、南日本情報処理
センター、ヤフー、リコーITソリューションズ

【運輸業、郵便業】
日本貨物鉄道（ＪＲ貨物）、九州旅客鉄道

【卸売・小売業】
庄司酒店、ヴァーナル、コニカミノルタジャパン、
ソフトバンクコマース&サービス

【金融・保険業】
ジブラルタ生命保険

【学術研究、専門・技術サービス業】
INA新建築研究所、JFE設計、JA設計、JXエンジニ
アリング、ＭＨＰＳエンジニアリング、旭化成EICソ
リューションズ、味の素エンジニアリング、王子
ホールディングス、オリエンタルコンサルタンツ、
霧島ホールディングス、建設技術研究所、構造計
画研究所、昭和設計、昭石エンジニアリング、シ
ミック、新日本科学、新日本科学PPD、ソニーLSI
デザイン、大建設計、丹青社、傳設計、トヨタ車体
研究所、東レエンジニアリング、内藤建築事務所、
日本地下技術、パシフィックコンサルタンツ、日立
建設設計、日比野設計、松田平田設計、三菱電機
エンジニアリング、三菱ケミカルエンジニアリン
グ、ヤンマーホールディングス、リニカル

【教育・学習支援業】 
（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島工業高等専門学校、鹿児島大学、個別教育
舎、シャージャラール科学技術大学

【医療・福祉】 
日本年金機構

【サービス業】（他に分類されないもの）
WBDエウレカ、UTグループ、アウトソーシングテ
クノロジー、旭化成アミダス、アルトナー、テクノプ
ロ・R&D社、西日本高速道路、モビテック

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
国土交通省（気象庁）、国土交通省（九州地方整備
局）、防衛省(防衛装備庁)、鹿児島県、宮崎県、肝付
町、熊本市、長崎県

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
鹿児島県公立中学校、神村学園、小林西高等学
校、鹿児島工業高校、鹿児島南高校、鹿児島実業
高等学校、佐賀県立小城高校

臨床心理学研究科

教育学部・教育学研究科

法文学部・人文社会科学研究科
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理工学研究科
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【医療・福祉】 
総合母子保健センター愛育病院、国立国際医療
研究センター病院、国立病院機構 埼玉病院、国立
がん研究センター東病院、東京医科大学病院、聖
路加国際病院、国家公務員共済組合連合会 虎の
門病院、昭和大学病院、東京都済生会中央病院、
北里大学病院、昭和大学藤が丘病院、市ヶ尾カリ
ヨン病院、労働者健康安全機構 大阪労災病院、森
之宮病院、国立病院機構 姫路医療センター、兵
庫県立こども病院、国立病院機構 福岡東医療セン
ター、福岡市立こども病院、福岡大学病院、九州
大学病院、博愛会病院、誠愛リハビリテーション
病院、佐世保中央病院、日本赤十字社長崎原爆病
院、杏林病院、くまもと森都総合病院、金澤会青
磁野リハビリテーション病院、熊本機能病院、熊
本託麻台リハビリテーション病院、国立病院機構  
宮崎東病院、宮崎大学医学部附属病院、鹿児島大
学病院、JA鹿児島県厚生連、今村総合病院、こだ
ま病院、川内市医師会立市民病院、鹿児島市立病
院、霧島整形外科、種子島医療センター、安松整
形外科、八反丸リハビリテーション病院、垂水市
立医療センター垂水中央病院、三宅病院、鹿児島
赤十字病院、児玉整形外科クリニック、厚地リハ
ビリテーション病院、ひなたやま整形外科、いい
だクリニック、米盛病院、谷山病院、鹿児島徳洲
会病院、菊野病院、今給黎総合病院、寿レディー
スクリニック、伊集院病院、愛育病院、霧島市立
医師会医療センター、大勝病院、介護老人保健施
設 リバーサイド御楽園

【学術研究、専門技術サービス業】　　　 
     愛甲石田動物病院
【教育・学習支援業】

国立病院機構 鹿児島医療センター附属鹿児島看
護学校、鹿児島大学医学部保健学科

【公務員】
宮崎県、鹿児島市（中央保健センター）、鹿児島県
（熊毛市町保健福祉環境部）、日置市（市民福祉
部健康保健課）、鹿児島県
 

【鉱業・採石業・建設業】
岐阜造園、ジオテック、グリーンライフ産業、竹中土木

【製造業】
JA食肉かごしま、アミューズ、井上天極堂、アク
シーズ、久原本家、丸善、キューサイ、熊本県果実
農業協同組合連合会、熊本製粉、坂元醸造、三栄
源エフ・エフ・アイ、ジェイエイ北九州くみあい飼
料、シノブフーズ、ジャパンファーム、千鳥饅頭総
本舗、広島三次ワイナリー、富士甚醤油、プライム
デリカ、プリマハム、マルイ農協グループ、マルテ
小林商店、南薩食鳥、リョーユーパン、六花亭製
菓、アグロカネショウ、片倉コープアグリ、ハーベ
ス、日本全薬工業、井関農機、院庄林業、タカラス
タンダード、天間特殊製紙、山佐木材、たらみ、小
正醸造、高橋酒造、日本たばこ産業、濵田酒造、松
谷化学工業、明治、山崎製パン、永大産業、室町ケ
ミカル、小松製作所

【情報通信業】
再春館システム、富士通九州システムサービス、
リコーITソリューションズ、富士通エフ・アイ・ピー
九州、南日本情報処理センター、メディアファイブ

【運輸業、郵便業】
全日本空輸、西日本旅客鉄道、JA物流かごしま

【卸売・小売業】
熊本県畜産農業協同組合連合会、住商アグリビジ

ネス、チェスコ、ナイス、西原商会、福岡九州クボ
タ、三井ホームコンポーネント、イオン九州、岩田
屋三越、南九州ファミリーマート、健康家族、コス
モス薬品、さくらフォレスト、西部ガスエネル
ギー、マックスバリュ九州、JA全農（全国農業協同
組合連合会）、アステム

【金融・保険業】
南日本銀行

【不動産業・物品賃貸業】 
大和リビングマネジメント

【学術研究、専門・技術サービス業】
NTCコンサルタンツ、アース環境サービス、岩崎
産業（いわさきグループ）、化学及血清療法研究
所、果実堂テクノロジー、PLAN-B、インテリム、建
設技術コンサルタンツ、国際航業、小比類巻家畜
診療サービス、ジーアンドエスエンジニアリング、
新日本科学PPD、大福コンサルタント、日本合板
検査会、日本郵政、ませだ犬猫病院、家畜改良セン
ター、日清エンジニアリング、ユーロフィンNDSC 
F&E

【宿泊業、飲食サービス業】
唐十

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島大学

【医療・福祉】
鹿児島医療生活協同組合、クリニカルパソロジー
ラボラトリー、竹内レディースクリニック、中央レ
ディスクリニック、鹿児島県国民健康保険団体連
合会

【複合サービス事業】
JA鹿児島県連、鹿児島みらい農業協同組合（JA鹿
児島みらい）、JAしまね（島根県農業協同組合）

【サービス業】（他に分類されないもの）
NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター、
アクティブアンドカンパニー、三島村、WDBエウ
レカ、鹿児島県（非常勤）

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
厚生労働省（東京検疫所）、農林水産省(東海農政
局）、農林水産省（林野庁）、大分県、鹿児島県、鹿児
島県警察、熊本県、久留米市、合志市、国土交通省
（九州地方整備局）、佐賀県、志布志市、鳥取県、長崎
県、奈良県、東串良町、兵庫県、兵庫県立農林水産技
術総合センター、福岡県、宮崎県、熊本市、宮崎市

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
西条農業高校、加世田高校

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島大学、St. Augustine University of Tanzania(タ
ンザニア)

【医療・福祉】 
レディースクリニックあいいく

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島県(水産振興課)

【農業・林業・漁業】
奄美養魚、西南水産、なかやま牧場

【鉱業・採石業・建設業】 
ナカソネ住設

【製造業】
アクシーズ、あじかん、井村屋、エスエスケイフー
ズ、カミチクグループ、かねふく、極洋、坂元醸造、
ジャパンシーフーズ、新来島どっく、鈴拡廣蒲鉾本
店、セイカ食品、常石造船、東洋乳業、名村造船所、
日東製網、日本水産、フィード･ワン、フジッコ、宝幸、
マリンフード、金子産業、兵殖、ナンチク、ヤクルト本社

【情報通信業】 
NTTコム エンジニアリング、フォー・クオリア、富
士ソフト

【運輸業、郵便業】 
西日本旅客鉄道

【卸売・小売業】
魚力、エブリイホーミイホールディングス、エレ
ナ、角上魚類ホールディングス、交洋、国分九州、
ショクリュー、水研、辻野、東都水産、東洋冷蔵、日
本アクセス北海道、ハローデイ、福岡魚市場、ベニ
レイ、マックスバリュ九州、マリンアクセス、マルイ
チ産商、三井 三井調剤薬局グループ、ヤスサキ、
横浜冷凍、自営（書店）、ニチモウ、鹿児島県漁業協
同組合連合会、コスモス薬品、JTC、東洋冷蔵、ふ
れあい鮮魚市場防府、岡山フードサービス、全国
漁業協同組合連合会、松田産業

【金融・保険業】
日本政策金融公庫、佐賀銀行、百五銀行、明治安
田生命保険相互会社

【不動産業・物品賃貸業】
MBC開発

【学術研究、専門・技術サービス業】
岩崎産業、セア・プラス、東京久栄、TRNOAS、日
本海洋事業、アルファ水工コンサルタンツ、茨城
県薬剤師会検査センター、SRD、大阪防疫協会、
漁業情報サービスセンター、日本下水道事業団、
Indonesian Institute of Sciences 

【宿泊業、飲食サービス業】
あきんどスシロー

【生活関連サービス業、娯楽業】
アワーズ、キョードー西日本

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
サンシャインエンタプライズ、鹿児島大学

【サービス業】（他に分類されないもの）
アウトソーシングテクノロジー

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
厚生労働省（食品衛生監視員）、鹿児島県、佐賀
県、徳島県、兵庫県、飯山市、京都市、呉市、豊橋
市、長崎市、松浦市、大阪市消防局、富山県警察、
海上保安庁、農林水産消費安全技術センター

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
千葉県公立中学校

【金融・保険業】 
ＮＯＳＡＩみなみ、NOSAI県北、NOSAI広島、NOSAI
道東 

【学術研究、専門・技術サービス業】
かみす動物病院、金城動物病院、北野動物病院、
砂輝動物病院、高島平手塚動物病院、中央愛犬病
院、動物病院 川越、動物メディカルセンター、なが
みねどうぶつクリニック、にし動物病院、バーニー
動物病院、はとの里動物病院、福岡中央動物病院、
フジタ動物病院、紫原動物病院

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
下関市立しものせき水族館（海響館）

【サービス業】（他に分類されないもの）
沖縄県食肉センター、自然環境研究センター、日
本軽種馬協会　 

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島県、熊本県、福岡県

水産学部・水産学研究科

連合農学研究科

共同獣医医学部
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医学部保健学科･保健学研究科

農学部・農学研究科

 


