
44JOB HUNTING GUIDEJOB HUNTING GUIDE43

就職先33
Chapter

就職先企業名

臨床心理学研究科

教育学部・教育学研究科
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理学部

医学部保健学科･保健学研究科

工学部

理工学研究科

【農業・林業】 
宮崎県土地改良事業団体連合会

【鉱業・採石業・建設業】
積水ハウス、タマホーム、前田組、ヤマサハウス

【製造業】
アルバック九州、一番食品、坂元醸造、ジェイデバイ
ス、日本食研、アルビオン、スリーエムジャパン、マイ
クロカット、ニシム電子工業、三井ハイテック、三菱
電機、ヤマハ熊本プロダクツ、オカムラ、シチズン時
計マニュファクチャリング、タカギ、日之出紙器工業

【電気・ガス・熱供給・水道業】
江藤産業、コーアガス日本

【情報通信業】
ＢＦＴ、KBKプラス、MJC、NCS&A、ネオジャパン、
NHK（日本放送協会）、QTnet、RKB毎日放送、
TACSOL、アイ・ティー・エス・ジャパン、アイティ
システム、エフ・エム、オールアバウト、ギブ・アン
ド・テイク、現場サポート、コムテック、サザンクロ
スシステムズ、住友化学システムサービス、地域
情報センター、ディー・エル・イー、東北新社、西日
本電信電話（NTT西日本）、日本NCRビジネスソ
リューション、日立ソリューションズ西日本、富士
通鹿児島インフォネット、富士テレコム、ベリサー
ブ、ラップ、ワンスター

【運輸業、郵便業】
ANA福岡空港、九州産業交通ホールディングス、
全日本空輸、ソラシドエア、大王海運、トランコム、
西日本鉄道（国際物流事業本部）、宮崎交通、ヤマ
トグローバルロジスティクスジャパン、吉南、東日
本旅客鉄道（JR東日本）、山九

【卸売・小売業】
Misumi、エプソン販売、クリタ・ケミカル西日本、
研文堂、センコウ、大東通商、南国殖産、フォーバ
ル、富士ゼロックス熊本、富士ゼロックス福岡、ヤ
マエ久野、リコージャパン、JIMOS、アダストリア、
イオン九州、イズミ、オーガランド、オーリック、鹿
児島トヨタ自動車、コスモス薬品、コネクシオ、セ
キミキグループ、トヨタカローラ熊本、ナフコ、西
原商会、パーソナルネット、はぴねすくらぶ、ビッ
グモーター、プリントネット、三角商事、やまと、ヤ
ンマーアグリジャパン、ユナイテッド＆コレクティ
ブ、ラグジュアリー

【金融・保険業】
SBIマネープラザ、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、熊本中央信
用金庫、ジブラルタ生命保険、大和証券、日本銀行
（鹿児島支店）、福岡銀行、三井住友信託銀行、三井
住友トラスト・アセットマネジメント、南日本銀行、
宮崎銀行、琉球銀行、アームコンサルティング、あ
いおいニッセイ同和損害保険、住友生命保険、東
京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険

【不動産業・物品賃貸業】
TFDコーポレーション、大京アステージ、フー
ジャースホールディングス、三好不動産、明和不
動産、大和ライフネクスト、カクイックス、渕上
ファインズ（Dress the Life）

【学術研究、専門・技術サービス業】
MRTアド、S.O.Wホールディングス、朝日広告社、
ゲオホールディングス、コスティング、ジーニー、中
央会計、デロイトトーマツ税理士法人、東レエンジ
ニアリング、パソナグループ、フューチャーアーキ
テクト、ホープ、マコセエージェンシー、類グループ

【宿泊業、飲食サービス業】
JR九州ホテルズ、かごしま空港ホテル、星野リ
ゾート

【生活関連サービス業、娯楽業】
JTB、アイ・ケイ・ケイ、ユウベル

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）

鹿児島大学、熊本大学、イーオン、さなる九州（九
大進学ゼミ）、タップカンパニー、鹿児島県教育委
員会（非常勤）

【医療・福祉】
愛仁会、鹿児島医療生活協同組合、国際医療福祉
大学・高邦会グループ、国立病院機構九州グルー
プ、緑泉会、常盤会、日本年金機構

【複合サービス事業】
JAおおいた（大分県農業協同組合）、JA鹿児島県
連（鹿児島県農業協同組合連合会）、JA北さつま
（北さつま農業協同組合）、JA福岡市東部（福岡市
東部農業協同組合）

【サービス業】（他に分類されないもの）
ecommit、エス・ピー・ネットワーク、パソナ、パル
コーポレーション、ピアズ、プライムアシスタン
ス、ミエルカ、メイテックフィルダーズ、明来エン
タープライズ、リンク、ワークポート、ワールドイ
ンテック、ワールドコーポレーション、ANAテレ
マート

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島地方検察庁、鹿児島地方裁判所、鹿児島地
方法務局、鹿児島法務局、鹿児島労働局、九州財
務局、九州地方整備局、九州農政局、熊本国税局、
熊本地方法務局、国税局、佐賀地方検察庁、東京
地方裁判所、長崎税関、福岡家庭裁判所（小倉支
部）、福岡検疫所、宮崎地方裁判所、宮崎地方法務
局、陸上自衛隊、鹿児島県、熊本県、福岡県、宮崎
県、佐賀県、長崎県、東京都、奈良県、鹿児島市、鹿
屋市、霧島市、姶良市、薩摩川内市、日置市、南さ
つま市、屋久島町、一宮市、えびの市、金沢市、熊本
市、久留米市、福岡市、日田市、宮崎市、八代市、山
口市、氷川町、須恵町、福岡県警察、横浜市消防局

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
鹿児島県公立学校、長崎県公立学校、川崎市公立
中学校、鹿島学園高等学校鹿屋校、大阪府公立学
校、徳之島町立中学校、宮崎県立大宮高校

【医療・福祉】
嵐山学園、鹿児島県こども総合療育センター、北
九州市立総合療育センター、国立病院機構　菊池
病院、こぱんはうすさくら、三州脇田丘病院、常盤
会、松下病院、みつお産婦人科

【サービス業】（他に分類されないもの）
LITALICO

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
鹿児島県、世田谷区、法務省

【鉱業・採石業・建設業】
グリーンライフ産業、国分ハウジング

【製造業】
アクタ、コカコーラボトラーズジャパン、シロト
リ、高野木工、丸信、メルコアドバンストデバイス

【情報通信業】
BTVケーブルテレビ、Wiz、鹿児島県教育振興会

【運輸業、郵便業】　 
ANAエアサービス佐賀、九州産業交通ホールディ
ングス、日本郵便

【卸売・小売業】
Misumi、ZERO PLUS、アロエ本舗、ウィークス、
エディオン、健康家族、研文堂、コスモス薬品、サ
ンリオ、ジーユー（GU）、島村楽器、ソニーリー
ジョナルセールス、南国殖産、ニシムタ、富士ゼ
ロックス鹿児島、プラザクリエイト、ホリアキ、
マックスバリュ九州、山形屋、ローソン南九州

【金融・保険業】
JA共済連鹿児島（全国共済農業協同組合連合会 
鹿児島県本部）、鹿児島銀行、鹿児島信用金庫、千
葉興業銀行、東京海上日動火災保険、南日本銀
行、山口フィナンシャルグループ

【不動産業、物品賃貸業】

MBC開発、サンフロンティア不動産、トヨタレンタ
リース鹿児島、明和不動産

【宿泊業・飲食サービス業】
物語コーポレーション

【生活関連サービス業、娯楽業】
アルファイン、カーブスジャパン、フェイスグルー
プ、イナホスポーツ

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
英進館ホールディングス、鹿児島市立少年自然の
家、鹿児島大学、熊本大学、尚絅学園、宮崎大学、
夢現、明光義塾、鴨池しらうめ幼稚園、さみどり幼
稚園、幼保連携型認定こども園土々呂幼稚園、フ
リースクール、鹿児島市（特別支援教育支援員）、
鹿児島医療技術専門学校

【医療・福祉】
クオラグループ、恵仁会、慶生会、誠心会、たすく、
恒心会おぐら病院

【複合サービス事業】
JAみのり（みのり農業協同組合）

【サービス業】（他に分類されないもの）
VSN、エイジェック、ディップ、ネオキャリア、日置
市（非常勤）、フジアルテ、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（教育事務）、鹿児島市、鹿児
島県警察（事務）、鹿児島労働局、姶良市、出水市、
鹿屋市、霧島市、薩摩川内市、志布志市、日置市、
肝付町、さつま町、宮崎市、小林市、熊本県、熊本国
税局、天草市、佐賀県（教育事務）、福岡市、東京消
防庁、福岡入国管理局、国税庁

【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、宮崎県公立特
別支援学校、大分県公立小学校、大分県公立中学
校、熊本県公立小学校、熊本県公立中学校、熊本
県公立高校、長崎県公立小学校、長崎県公立中学
校、長崎県公立高校、長崎県公立特別支援学校、
佐賀県公立小学校、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、山口県公立
小学校、広島県公立中学校、京都府公立小学校、
静岡県公立小学校、東京都公立小学校、愛媛県公
立中学校、池田中学校・池田高等学校、神村学園
高等部、鹿児島実業高等学校、鹿児島高等学校、
岩田中学校・高等学校、楊志館高等学校、福岡雙
葉小学校、敬愛中学校・敬愛高等学校、精華女子
高等学校、広島国際学院高等学校、ハノイ日本人
学校

【製造業】
小正醸造、再春館製薬所

【電気・ガス・熱供給・水道業】
西部ガス

【情報通信業】
日本システムデザイン、マックスゲート、ソフト
マックス、富士通エフ・アイ・ピー九州、現場サ
ポート、富士通鹿児島インフォネット、ネットワー
クテクノス、アドソル日進、富士通ソフトウェアテ
クノロジーズ、ＮＴＴドコモ、オーユーシステム、南
日本情報処理センター、ＢＣＣ、宮崎放送、アイ・
ティー・エス・ジャパン、西日本電信電話（NTT西
日本）、熊本日日新聞

【運輸業、郵便業】
マルエーフェリー

【卸売・小売業】
かごしま電工、住友林業フォレストサービス、鹿児
島トヨペット、スーパーモリナガ、プリントネット、
ドラックストアモリ

【金融・保険業】
熊本県信用組合、三井住友海上火災保険、南日本
銀行、熊本銀行、東京海上日動火災保険、福岡銀
行、鹿児島銀行、かんぽ生命保険

【不動産業・物品賃貸業】
オープンハウス

【学術研究、専門・技術サービス業】
新日本科学、関西設計、アクセンチュア、キャタリ
ストリサーチ、宮崎県環境科学協会、大栄環境、産
研設計、テクノ工営、三菱自動車エンジニアリン
グ、新日本科学SMO、グラフィック、新日本技術コ
ンサルタント、ホープ、応用地質

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
久留米大学、WITS、昂、英進館

【医療・福祉】
日本年金機構

【複合サービス事業】
JAさつま日置（さつま日置農業協同組合）

【サービス業】（他に分類されないもの）
メイテック、アオイ警備保障、テクノプロ（デザ
イン社）、UTテクノロジー、アウトソーシングテク
ノロジー、アドバンテック、VSN、熊本清掃社、ネオ
キャリア、ディップ、アクトコール

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
志布志市、鹿児島県警察、大野城市、鹿児島県、九
州防衛局、熊本県警察、鹿児島労働局、鹿児島市、
気象庁、大隅肝付地区消防組合

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
指宿市立山川中学校、れいめい中学校・高等学
校、熊本県立竜北中学校、大分鶴崎工業高校、川
内北中学校、鹿児島中央高校、常磐高等学校、鹿
児島高等学校、鹿児島県公立中学校、熊本県公立
中学校、福岡県公立中学校

【鉱業・採石業・建設業】
高田工業所、エム・エムブリッジ、きんでん、セキ
スイハイム九州、ダイダン、タマホーム、安成工務
店、安藤・間、一条工務店、奥村組、関電工、吉原建
設、九電工、五洋建設、三機工業、三菱電機ビルテ
クノサービス、新日本空調、清水建設、西日本プラ
ント工業、青木あすなろ建設、千代田工商、銭高
組、前田建設工業、大気社、大成ロテック、大成建
設、大林組、竹中工務店、東亜建設工業

【製造業】
アクシーズ、キューサイ、サナス、南薩食鳥、日清
オイリオ、霧島酒造、トッパン・フォームズ、アス
テックペイントジャパン、コスメナチュラルズ、三
井化学、未来工業、中山製鋼所、日本発条、アロン
電機、ダイキン工業、ブリヂストンフローテック、
岡野バルブ、大和工機、日阪製作所、日立建機、ソ
ニーセミコンダクタマニュファクチャリング、テラ
プローブ、パナソニックデバイスSUNX九州、フェ
ニテックセミコンダクター、ルネサスエレクトロ
ニクス、ローム、九州電子、東京エレクトロン、日
亜化学工業、浜松ホトニクス、ファナック、京セラ、
九州テン、伸和コントロールズ、大分キヤノン、日
立ハイテク九州、富士電機、ＫＹＢ、アイシン・エィ・
ダブリュ、サノヤスホールディングス、スズキ、ダ
イハツ工業、三井Ｅ＆Ｓマシナリー、三菱自動車工
業、大島造船所、日産車体、マイクロカット

【電気・ガス・熱供給・水道業】
九州電力、西部ガス

【情報通信業】
Gcomホールディングス、MJC、NTTデータ九州、
NTTドコモ、SCSKニアショアシステムズ、T&D情
報システム、アドバンスト・メディア、カーネルコン
セプト、カールビット、構造計画研究所、サザンク
ロスシステムズ、セントラルソフト、ソフトキュー
ブ、ソフトマックス、ディマージシェア、ネットイー
グル、REGAIN GROUP、リコーITソリューション
ズ、応研、三菱電機インフォメーションネットワー
ク、鹿児島放送（KKB）、第一コンピュータリソー
ス、東京コンピュータサービス、東芝デジタルソ
リューションズ、南国システムサービス、日立ソ
リューションズ西日本、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、
Live出版、共立

【運輸業、郵便業】
ANA福岡空港、九州旅客鉄道（JＲ九州）、ソラシド
エア、西日本旅客鉄道（JR西日本）、東京モノレール
クロノス

【卸売業・小売業】
アトル、トライアルカンパニー、ＧＭＴ

【不動産業・物品賃貸業】
鹿児島空港ビルディング

【学術研究、専門・技術サービス業】
Gude、JR九州コンサルタンツ、サンコーコンサル
タント、環・設計工房、景観都市設計、建設技術コ
ンサルタンツ、五省コンサルタント、鹿児島土木設
計、十八測量設計、新日本技術コンサルタント、西
部技術コンサルタント、中央コンサルタンツ、三菱
電機プラントエンジニアリング、メルコセミコンダ
クタエンジニアリング、トヨタプロダクションエン
ジニアリング、三菱自動車エンジニアリング、NTT
ファシリティーズ、アイレップ、岩崎産業

【生活関連サービス業、娯楽業】
ハウステンボス

【教育学習支援業】
九州大学、A.ver

【医療、福祉】
麻生、インターネットインフィニティ―

【サービス業】（他に分類されないもの）
メイテック、ゼネラルエンジニアリング、ネオキャ
リア、モビテック、ワールドインテック、パソナ

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
厚生労働省（労働基準監督官）、国土交通省（九州
地方整備局）、国土交通省（航空管制官）、防衛省
（事務系）、宮崎県、鹿児島県、長崎県、奄美市、鹿
児島市、北九州市、熊本市、佐世保市

【鉱業・採石業・建設業】
奥村組、オリエンタル白石、ダイキンエアテクノ、
東洋建設、ナカボーテック、フジタ、前田建設工
業、横河ブリッジ、高田工業所、鹿島建設、日鉄エ
ンジニアリング（旧 新日鉄住金エンジニアリング）、
清水建設、大和ハウス工業、竹中工務店、JFEプラ
ントエンジ、井原築炉工業

【製造業】
キューサイ、帝人、明成化学工業、DIC、JNC、KHネ
オケム、TYK、旭化成、宇部興産、花王、日鉄ケミカ
ル&マテリアル（旧 新日鉄住金化学）、ダイセル、
日立化成、三井化学、山田化学工業、旭有機材、三
菱ケミカル、住友ゴム工業、住友化学、小野薬品工
業、生化学工業、第一工業製薬、第一三共ケミカル
ファーマ、同仁化学研究所、日本インスツルメン
ツ、JX金属、SUMCO、ＹＫＫ ＡＰ、日立金属、山陽特
殊製鋼、住友電気工業、日本製鉄（旧 新日鐵住金）、
ＩＨＩ、アサダメッシュ、大分キヤノン、ダイキン工業、
日本精工、フジテック、ミツトヨ、荏原製作所、三相
電機、川崎重工業、平田機工、牧野フライス製作
所、キーエンス、京セラ、ソニーセミコンダクタマ
ニュファクチャリング、東芝デバイス＆ストレー
ジ、パナソニックデバイスSUNX九州、浜松ホト
ニクス、フェニテックセミコンダクター、村田製作
所、ルネサスエレクトロニクス、東京エレクトロ
ン、東芝メモリ、ＳＣＲＥＥＮセミコンダクターソ
リューションズ、キヤノン、シスメックス、島津製作
所、シャープ、セイコーエプソン、パナソニック、パ
ナソニックエコシステムズ、ファナック、ミネベア
ミツミ、ローランド、安川電機、三井ハイテック、三
菱電機、日立製作所、富士通、富士電機、ＮＯＫ、ア
イシン・エィ・ダブリュ、いすゞ 自動車、スズキ、ダイ
ハツ工業、トヨタ自動車九州、大豊工業、日本発
条、本田技研工業、KMバイオロジクス、ジーシー、
住友大阪セメント、デンカ生研、藤本化学製品、
川澄化学工業、日鉄高炉セメント（旧 日鉄住金高炉

セメント）、ＬＩＸＩＬ、協和発酵キリン、日本血液製剤
機構、東洋合成工業、日本メジフィジックス

【電気・ガス・熱供給・水道業】
九州電力

【情報通信業】
JALインフォテック、NECネクサソリューション
ズ、NTTデータ、NTTデータ先端技術、NTTドコ
モ、ヤフー（Yahoo）、オービック、神田通信機、サ
イバーステップ、佐賀電算センター、サザンクロ
スシステムズ、サニックス・ソフトウェア・デザイ
ン、ジオ技術研究所、セック、タボット、パナソニッ
クインフォメーションシステムズ、柊ソフト開発、
日立システムズ、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
州システムズ、三菱電機インフォメーションシス
テムズ、メルコ・パワー・システムズ、リコーITソ
リューションズ、富士通アドバンストエンジニアリ
ング、富士通九州ネットワークテクノロジーズ、野
村総合研究所

【運輸業、郵便業】
九州旅客鉄道（JR九州）、西日本旅客鉄道（JR西日
本）、山九

【卸売・小売業】
ローソン、片山ナルコ、富士フィルムイメージング
システムズ、ドコモCS九州

【不動産業】
GA technologies

【学術研究、専門・技術サービス業】
アイコン・ジャパン、カケンテストセンター、いで
あ、西日本技術開発、新日本非破壊検査、IAO竹田
設計、JFE設計、ＮTTファシリティーズ九州、
SUPPOSE DESIGN OFFICE、ジェイアール東海
コンサルタンツ、丹青社、パシフィックコンサルタ
ンツ、ライブ環境建築設計、松田平田設計、象設計
集団、東畑設計事務所、傳設計、日曹エンジニアリ
ング、ソニーLSIデザイン、日清紡ホールディング
ス、トヨタ車体研究所、シミックSMO、ジーニー、
大建設計、梓設計

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
さなる九州（九大進学ゼミ）、鹿児島大学

【サービス業】（他に分類されないもの）
テクノプロ、アルトナー、ワールドインテック

【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）、農林水産省（林野庁）、愛媛
県、鹿児島県、長崎県、宮崎県、鹿児島市

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
追手門学院中・高等学校、鹿児島県公立中学校、
有明高等学校、大牟田高等学校、創成館高等学
校、西南女学院中学校・高等学校、熊本市立湖東
中学校、宮崎県立高鍋高校、福岡県公立中学校、
鳳凰高等学校

【医療･福祉】 
東京歯科大学市川総合病院、国家公務員共済組
合連合会 立川病院、日本赤十字社医療センター、同
愛記念病院、済生会横浜市南部病院、昭和大学藤
が丘病院、京都大学医学部附属病院、労働者健康
安全機構 大阪労災病院、大阪赤十字病院、神戸市
民病院機構、兵庫県立こども病院、広島市民病
院、山口大学医学部附属病院、山口県立総合医療
センター、九州大学病院、福岡大学病院、公益財
団法人 健和会、雪の聖母会 聖マリア病院、白十字
病院、国際医療福祉大学・高邦会グループ、長崎
北病院、井上病院、国家公務員共済組合連合会 
熊本中央病院、熊本機能病院、リハビリテーショ
ンセンター熊本回生会病院、くわみず病院、社会
医療法人 善仁会、共立病院、平野エンゼルクリ
ニック、鹿児島医療生活協同組合、今村総合病
院、鹿児島市立病院、相良病院、垂水市立医療セ
ンター垂水中央病院
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青雲会病院、今給黎総合病院、菊野病院、昭南病
院、霧島整形外科、南鹿児島さくら病院、坂之上
病院、福田病院、大勝病院、鹿児島大学病院、伊
集院病院、愛育病院、自治医科大学附属病院、国
立成育医療研究センター、熊本市民病院、東京女
子医科大学東医療センター、出水郡医師会広域
医療センター、米盛病院、鹿児島県立姶良病院、
大口病院、国立水俣病総合研究センター

【生活関連サービス業、娯楽業】
広島東洋カープ

【教育・学習支援業】
鹿児島大学医歯学総合研究科、鹿児島大学医学部
保健学科、東京医療保健大学東が丘・立川看護学部

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
京都府、福岡県（京築保健福祉センター)、宮崎
県、鹿児島市(北部保健センター)、鹿児島市(東
部保健センター)、鹿児島市(中央保健セン
ター)、鹿児島市(保健予防課)、肝付町、中種子町

【農業・林業・漁業】
鹿屋ポーク、自営、成田牧場、日本チャンキー、
ノーザンファーム、林牧場、宮路畜産センター、カ
ネコ種苗、総合農林

【鉱業・採石業・建設業】
栄住産業、サンホーム、りんかい日産建設

【製造業】
あじかん、アイキャッチ、アクシーズ、ウッドエナ
ジー協同組合、ウッドワン、大口電子、鹿児島くみ
あいチキンフーズ、ダイショー、KMバイオロジク
ス、タイキ、ナカガワ、越井木材工業、再春館製薬
所、JA熊本果実連（熊本県果実農業協同組合連合
会）、シチズン時計マニュファクチャリング、ジャ
パンファーム、卓萬、中国木材、ナンチク、日本ア
ルコール産業、日本食研ホールディングス、福山
黒酢、プライムデリカ、プリマハム、三井・ケマー
ズ フロロプロダクツ、南日本酪農協同、山崎製パ
ン、山野井、若潮酒造、院庄林業、オーレック、オタ
フクソース、カワサキ機工、クロレラ工業、坂元醸
造、三栄源エフ・エフ・アイ、ジャパンセミコンダク
ター、ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリ
ング、第一三共バイオテック、大建工業、タカラバ
イオ、南国興産、日本製紙、マリンフード、南日本
ハム、宮島醤油、武蔵野グループ、ユカシカド

【電気・ガス・熱供給・水道業】
九電みらいエナジー

【情報通信業】
アソビモ、インフォテクノ朝日、エヌ・ティ・ティシ
ステム開発、CCCフォトライフラボグループ、シ
ティアスコム、スリーエイ・システム、ネオス、富
士通鹿児島インフォネット、メディアファイブ、エ
コー電子工業、西日本電信電話（NTT西日本）、日
本データスキル、Bee Hive Workers、富士ソフト

【運輸業、郵便業】
ANA福岡空港

【卸売・小売業】
アイティーアイ、大嶌屋、コメリ、九州風雲堂販
売、健康家族、コスモス薬品、JA全農（全国農業
協同組合連合会）、ZERO PLUS、全国酪農業協同
組合連合会、ナイス、西原商会、日通商事、福岡魚
市場、丸菱、みらい蔵、村中医療器、森永乳業九
州、やずや、檜垣産業

【金融・保険業】
自営、住友生命保険、肥後銀行、福岡銀行

【不動産業・物品賃貸業】
大英産業、南九イリョー、レオパレス２１

【学術研究、専門・技術サービス業】

有明測量開発社、いわさきグループ、化学及血清
療法研究所、メンバーズ、熊本県土地改良事業団
体連合会、サタコンサルタンツ、ダイヤコンサル
タント、新日本科学、久永コンサルタント、溝田設
計事務所、食品環境検査協会、新日本科学SMO、
静環検査センター、日清エンジニアリング、日立
プラントサービス、三井E&S環境エンジニアリン
グ、海外研究機関

【宿泊業、飲食サービス業】
トリドールジャパン

【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、北九州市どうぶつ公園協会、鹿児島
県立短期大学

【医療・福祉】
国立病院機構九州グループ、品質管理センター、
谷口眼科婦人科

【複合サービス事業】
JA鹿児島県連（鹿児島県農業協同組合連合会）、
JA南さつま（南さつま農業協同組合）

【サービス業】（他に分類されないもの）
鹿児島県林材業協会連合会、鹿児島県治山林道
協会、ＷDＢエウレカ、鹿児島県薬剤師会、ワール
ドインテック（R&D事業部）

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
農林水産省、農林水産省(九州農政局)、農林水産
省（植物防疫所）、農林水産消費安全技術セン
ター、国土交通省（九州地方整備局）、大分県、鹿
児島県、熊本県、福岡県、宮崎県、鹿児島市、霧島
市、西之表市、福岡市、湧水町、京都府、佐賀県、
長崎県、山口県、南九州市

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
鹿児島第一高等学校、兵庫県立農業高校、福岡県
公立高校、八代農業高校、佐賀県公立高校

【製造業】
スクレッティング

【学術研究、専門・技術サービス業】
国立科学博物館・分子生物多様性研究資料センター

【教育・学習支援業】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
上海海洋大学、東京海洋大学、カントー大学、ア
ウルズ

【医療・福祉】
レッドロビン･インターナショナル

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
Livestock Breeding and Veterinary Department（ミャンマー）

【農業・林業・漁業】
社台コーポーレーション、弓ヶ浜水産

【鉱業・採石業・建設業】
自営、北九潜水

【製造業】
池田糖化工業、かねふく、カネリョウ海藻、キュー
レイ、キョーリンフード工業、極洋、グッディーコー
ポレーション、中部飼料、東海シープロ、内海造
船、日清丸紅飼料、日本ハム総菜、はごろもフー
ズ、フィード・ワン、フジッコ、ロック・フィールド、
あじかん、今治造船、エラストミックス、林兼産業

【電気・ガス・熱供給・水道業】
日本ガス

【情報通信業】
SCSKニアショアシステムズ、朝日放送テレビ、
インターネットウェア

【運輸業、郵便業】
四国旅客鉄道（JR四国）

【卸売・小売業】

オーシャン貿易、鹿児島県漁業協同組合連合会、
ショクリュー、水研、全国漁業協同組合連合会、
大水、デリカフーズ、東洋冷蔵、東海澱粉、西原商
会、ニッカネ、日伸産業、ノースイ、阪東機工、兵庫
県漁業協同組合連合会、広島水産、マルイチ産
商、ヤマエ久野、エブリイホーミイホールディン
グス、角上魚類ホールディングス、シジシージャ
パン、てまひま堂、プラステ、マックスバリュ九
州、明治屋、サツマ酸素工業、全国農業協同組合
連合会三重県本部、ヨンキュウ

【金融・保険業】
鹿児島県漁業共済組合、全国共済水産業協同組
合連合会、JA共済連鹿児島（全国共済農業協同
組合連合会 鹿児島県本部）

【不動産業・物品賃貸業】
海洋土木、MBC開発

【学術研究、専門・技術サービス業】
いであ、九州環境管理協会、静環検査センター、
大福コンサルタント、水産研究・教育機構増養殖
研究所、アルファ水工コンサルタンツ、エヌエス
環境、三洋テクノマリン、パスコ

【宿泊業、飲食サービス業】
あきんどスシロー、アレフ

【生活関連サービス業、娯楽業】
エス・ティー・ワールド

【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】
国立病院機構

【複合サービス事業】
大学生協事業連合 九州地区

【サービス業】（他に分類されないもの）
アドバンテック、日本ウミガメ協議会、プライムア
シスタンス、レゾナゲート、日本アジア青年交流
協会、ワールドインテック

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
陸上自衛隊、東京都、兵庫県、鹿児島県、朝倉市、
霧島市、熊本県、フィジー共和国水産庁

【教員】（国公私立の小中高等学校教員）
愛知県公立中学校、岡山県公立中学校、兵庫県播磨
高等学校、博多高等学校、れいめい中学・高等学校

【製造業】
石原産業、ワクチノーバ

【卸売・小売業】
熊本県酪農業協同組合連合会

【金融・保険業】
NOSAIそお、NOSAI中部、NOSAI南薩

【学術研究、専門・技術サービス業】
アイ動物医療センターグループ、栄世、ガク動物
病院、川畑動物病院、ダクタリ動物病院（東京医療
センター）、動物病院心恵堂、東京農工大学農学部
附属動物医療センター、栃木街道どうぶつ病院、
ピジョン動物愛護病院、福岡中央動物病院、マー
ブル動物医療センター、みやした動物病院

【生活関連サービス業、娯楽業】
日本中央競馬会

【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

【公務員】（国公私立の小中高等学校教員を除く）
岡山県、沖縄県、鹿児島県、兵庫県、福岡県

連合農学研究科

水産学部・水産学研究科

共同獣医医学部

農学部・農学研究科
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