
企業名 入社数 業種 本社所在地

（株）西日本シティ銀行 1141 普通銀行 福岡県

（学）福岡大学 924 高等教育機関 福岡県

（株）福岡銀行 796 普通銀行 福岡県

（株）九電工 578 設備工事業 福岡県

（株）親和銀行 516 普通銀行 長崎県

（株）アステム 485 医薬品・化粧品等卸売業 福岡県

日本電信電話（株） 475 純粋持株会社 東京都

大和ハウス工業（株） 452 不動産業 大阪府

積水ハウス（株） 434 総合工事業 大阪府

日本生命保険相互会社 430 生命保険業 大阪府

日本郵便（株） 430 郵便局 東京都

日本通運（株） 413 運輸業 東京都

（株）アトル 409 医薬品・化粧品等卸売業 福岡県

（株）ベスト電器 408 その他の小売業 福岡県

（株）岩田屋三越 398 百貨店，総合スーパー 福岡県

明治安田生命保険相互会社 380 生命保険業 東京都

コカ・コーラボトラーズジャパン（株） 380 飲食料品卸売業 東京都

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 379 その他のサービス業 東京都

九州旅客鉄道（株） 359 運輸業 福岡県

（株）ＬＩＸＩＬ 352 金属製品製造業 東京都

（株）イズミ 342 百貨店，総合スーパー 広島県

リコージャパン（株） 341 産業機械器具卸売業 東京都

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株） 331 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 東京都

（株）佐賀銀行 330 普通銀行 佐賀県

（株）ミスターマックス・ホールディングス 326 純粋持株会社 福岡県

（株）ナフコ 313 その他の小売業 福岡県

（株）コスモス薬品 313 医薬品・化粧品小売業 福岡県

セキスイハイム九州（株） 301 総合工事業 福岡県

ヤマエ久野（株） 300 各種商品卸売業 福岡県

総合メディカル（株） 294 医薬品・化粧品小売業 福岡県

イオン九州（株） 291 百貨店，総合スーパー 福岡県

（株）筑邦銀行 286 普通銀行 福岡県

損害保険ジャパン日本興亜（株） 284 損害保険業 東京都

（株）福岡中央銀行 284 普通銀行 福岡県

主な就職先（入社数100人以上、公務員除く）

入社数は就職・進路支援センターで把握できている数です。在社数ではありません。
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企業名 入社数 業種 本社所在地

山九（株） 277 運輸業 東京都

みずほ証券（株） 253 証券業 東京都

（株）ＪＴＢ 249 旅行業 東京都

ヤマト運輸（株） 241 運輸業 東京都

九州電力（株） 240 電気・ガス・熱供給・水道業 福岡県

（株）大賀薬局 240 医薬品・化粧品小売業 福岡県

ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 236 情報サービス業 東京都

富士通（株） 233 情報サービス業 東京都

第一生命保険（株） 231 生命保険業 東京都

（株）セブン－イレブン・ジャパン 229 飲食料品小売業 東京都

ＳＭＢＣ日興証券（株） 228 証券業 東京都

（株）十八銀行 226 普通銀行 長崎県

（株）熊本銀行 219 普通銀行 熊本県

エフコープ生活協同組合 218 農林水産業協同組合・事業協同組合 福岡県

合同会社西友 217 百貨店，総合スーパー 東京都

（株）セディナ 213 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 愛知県

（株）サニクリーン九州 212 生活関連サービス業 福岡県

トヨタカローラ福岡（株） 209 自動車・自転車小売業 福岡県

Ｊトラストカード（株） 208 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 宮崎県

（株）テクノプロ 205 職業紹介・労働者派遣業 東京都

（株）レオパレス２１ 203 不動産業 東京都

福岡市農業協同組合 201 農林水産業協同組合・事業協同組合 福岡県

（株）サニックス 199 機械器具小売業 福岡県

福岡トヨペット（株） 195 自動車・自転車小売業 福岡県

（株）トーホー 195 飲食料品卸売業 兵庫県

日鉄テックスエンジ（株） 194 総合工事業 東京都

三菱電機ビルテクノサービス（株） 193 設備工事業 東京都

（株）日立システムズ 191 その他のサービス業 東京都

九州三菱自動車販売（株） 190 自動車・自転車小売業 福岡県

ファイザー（株） 189 医薬品製造業 東京都

（株）はせがわ 189 その他の小売業 東京都

（株）肥後銀行 189 普通銀行 熊本県

西日本鉄道（株） 188 運輸業 福岡県

福岡ひびき信用金庫 187 信用金庫 福岡県

ロイヤルホールディングス（株） 187 純粋持株会社 福岡県

田辺三菱製薬（株） 183 医薬品製造業 大阪府

福岡日産自動車（株） 182 自動車・自転車小売業 福岡県
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企業名 入社数 業種 本社所在地

（株）メイテック 181 職業紹介・労働者派遣業 東京都

（株）富士通九州システムズ 181 情報サービス業 福岡県

（株）ダイエー 178 百貨店，総合スーパー 東京都

（株）トライアルカンパニー 178 各種商品卸売業 福岡県

（株）大分銀行 176 普通銀行 大分県

西日本プラント工業（株） 172 設備工事業 福岡県

アイフル（株） 172 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 京都府

（株）新出光 169 石油・鉱物卸売業 福岡県

（株）山口銀行 168 普通銀行 山口県

サノフィ（株） 167 医薬品製造業 東京都

（株）オリエントコーポレーション 165 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 東京都

（株）ココカラファインヘルスケア 165 医薬品・化粧品小売業 神奈川県

富士ゼロックス福岡（株） 165 電気機械器具製品卸売業 福岡県

（株）グッデイ 165 その他の小売業 福岡県

武田薬品工業（株） 164 医薬品製造業 東京都

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株） 164 証券業 東京都

（株）竹中工務店 162 総合工事業 大阪府

中外製薬（株） 161 医薬品製造業 東京都

（株）日立ソリューションズ 161 情報サービス業 東京都

西部ガス（株） 158 電気・ガス・熱供給・水道業 福岡県

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 158 損害保険業 東京都

社会（医）財団池友会 158 医療業 福岡県

福岡県信用組合 157 信用協同組合・商工組合中央金庫 福岡県

中央出版（株） 157 その他の卸売業 愛知県

イオン（株） 156 純粋持株会社 千葉県

独立行政法人国立病院機構 156 医療業 東京都

（株）サンリブ 155 百貨店，総合スーパー 福岡県

住友生命保険相互会社 155 生命保険業 東京都

ＦＦＧ証券（株） 153 証券業 福岡県

タカラスタンダード（株） 152 木材・木製品・家具・装備品製造業 大阪府

日産プリンス福岡販売（株） 151 自動車・自転車小売業 福岡県

日本食研（株） 148 飲食料品卸売業 愛媛県

ＴＦＫ（株） 148 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 東京都

（株）ゼンリン 147 情報サービス業 福岡県

（株）ヨドバシカメラ 147 機械器具小売業 東京都

日之出水道機器（株） 146 鉄鋼業 福岡県

三菱ＵＦＪニコス（株） 144 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 東京都
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企業名 入社数 業種 本社所在地

三菱電機エンジニアリング（株） 144 技術サービス業 東京都

九州東邦（株） 143 医薬品・化粧品等卸売業 福岡県

西鉄旅行（株） 143 旅行業 福岡県

第一三共（株） 143 医薬品製造業 東京都

（株）シティアスコム 142 情報サービス業 福岡県

（株）宮崎銀行 140 普通銀行 宮崎県

（株）コナカ 140 織物・衣服・身の回り品小売業 神奈川県

（株）鹿児島銀行 139 普通銀行 鹿児島県

ミツミ電機（株） 139 電気機械器具製造業 東京都

九州労働金庫 139 労働金庫 福岡県

ＭＳＤ（株） 138 医薬品製造業 東京都

（株）九州マツダ 138 自動車・自転車小売業 福岡県

（株）ローソン 138 飲食料品小売業 東京都

（株）西京銀行 137 普通銀行 山口県

（株）高田工業所 137 はん用・生産用機械器具製造業 福岡県

アプライド（株） 137 機械器具小売業 福岡県

（株）しんわ 136 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 福岡県

鹿島建設（株） 134 総合工事業 東京都

（株）佐賀共栄銀行 134 普通銀行 佐賀県

アステラス製薬（株） 133 医薬品製造業 東京都

久光製薬（株） 133 医薬品製造業 佐賀県

正晃（株） 132 医薬品・化粧品等卸売業 福岡県

英進館（株） 132 その他の教育，学習支援業 福岡県

ローム・アポロ（株） 131 電子部品・デバイス・電子回路製造業 福岡県

三菱電機住環境システムズ（株） 131 電気機械器具製品卸売業 東京都

ＳＣＳＫ（株） 131 情報サービス業 東京都

山崎製パン（株） 129 食料品製造業 東京都

本田技研工業（株） 129 輸送用機械器具製造業 東京都

福岡信用金庫 129 信用金庫 福岡県

（株）ＪＡＬスカイ九州 129 その他のサービス業 福岡県

パナソニック（株） 128 電気機械器具製造業 大阪府

リックス（株） 128 はん用・生産用機械器具製造業 福岡県

（株）穴吹工務店 128 不動産業 香川県

（医）徳洲会 128 医療業 大阪府

五洋建設（株） 127 総合工事業 東京都

凸版印刷（株） 127 印刷・同関連業 東京都

社会福祉法人恩賜財団済生会 127 医療業 東京都
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企業名 入社数 業種 本社所在地

福岡トヨタ自動車（株） 126 自動車・自転車小売業 福岡県

空研工業（株） 126 産業機械器具卸売業 福岡県

（株）シーイーシー 124 情報サービス業 東京都

富士ソフト（株） 124 情報サービス業 神奈川県

西日本旅客鉄道（株） 124 運輸業 大阪府

日本たばこ産業（株） 123 飲料・たばこ・飼料製造業 東京都

日本マクドナルド（株） 122 飲食店 東京都

キヤノンマーケティングジャパン（株） 122 産業機械器具卸売業 東京都

（株）キシヤ 122 その他の機械器具卸売業 福岡県

（株）マイナビ 122 情報サービス業 東京都

ＹＫＫ（株） 121 その他の製造業 東京都

富田薬品（株） 121 医薬品・化粧品等卸売業 熊本県

（株）一条工務店 120 総合工事業 東京都

（株）大林組 119 総合工事業 東京都

（株）安川電機 119 電気機械器具製造業 福岡県

フォーサイトシステム（株） 119 情報サービス業 福岡県

（株）リョーユーパン 118 食料品製造業 福岡県

（株）ドラッグストアモリ 118 医薬品・化粧品小売業 福岡県

（株）ＵＳＥＮ 118 放送業 東京都

（株）熊谷組 117 総合工事業 東京都

（株）南日本銀行 117 普通銀行 鹿児島県

バイエル薬品（株） 116 医薬品製造業 大阪府

松尾建設（株） 116 総合工事業 佐賀県

大和リース（株） 115 物品賃貸（リース・レンタル）業 大阪府

大和冷機工業（株） 115 電気機械器具製造業 大阪府

東京海上日動火災保険（株） 113 損害保険業 東京都

日本システムウエア（株） 113 情報サービス業 東京都

アコム（株） 113 貸金・質屋・クレジットカード業，割賦金融業 東京都

（株）光通信 113 純粋持株会社 東京都

応研（株） 112 情報サービス業 福岡県

ミサワホーム九州（株） 112 総合工事業 福岡県

（株）プレナス 112 飲食料品小売業 福岡県

エーザイ（株） 111 医薬品製造業 東京都

（株）麻生 111 医療業 福岡県

（株）三井ハイテック 111 電子部品・デバイス・電子回路製造業 福岡県

（株）エイチ・アイ・エス 111 旅行業 東京都

コニカミノルタジャパン（株） 110 産業機械器具卸売業 東京都
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企業名 入社数 業種 本社所在地

（株）サンキュードラッグ 110 医薬品・化粧品小売業 福岡県

ホシザキ北九（株） 110 産業機械器具卸売業 福岡県

マックスバリュ九州（株） 110 飲食料品小売業 福岡県

（株）伊藤園 109 飲料・たばこ・飼料製造業 東京都

（株）正興電機製作所 109 電気機械器具製造業 福岡県

サンワテクノス（株） 109 電気機械器具製品卸売業 東京都

（株）三好不動産 109 不動産業 福岡県

ノバルティスファーマ（株） 109 医薬品製造業 東京都

セコム（株） 108 その他のサービス業 東京都

（株）ＫＴＣホールディングス 108 その他のサービス業 愛知県

全日本空輸（株） 108 運輸業 東京都

大塚製薬（株） 107 医薬品製造業 東京都

綜合警備保障（株） 107 その他のサービス業 東京都

（株）ＯＫＩソフトウェア 107 情報サービス業 埼玉県

三井住友建設（株） 106 総合工事業 東京都

（株）日立製作所 105 電気機械器具製造業 東京都

東海東京フィナンシャル・ホールディングス（株） 105 純粋持株会社 東京都

（株）新生堂薬局 105 医薬品・化粧品小売業 福岡県

前田建設工業（株） 104 総合工事業 東京都

西松建設（株） 104 総合工事業 東京都

三菱食品（株） 104 飲食料品卸売業 東京都

トランスコスモス（株） 104 情報サービス業 東京都

タマホーム（株） 104 総合工事業 東京都

大成建設（株） 103 総合工事業 東京都

アストラゼネカ（株） 103 医薬品製造業 大阪府

（株）ジョイフル 103 飲食料品卸売業 大分県

（株）上組 102 運輸に附帯するサービス業 兵庫県

大日本住友製薬（株） 102 医薬品製造業 大阪府

（株）翔薬 102 医薬品・化粧品等卸売業 福岡県

上村建設（株） 102 総合工事業 福岡県

ソフトバンク（株） 102 通信業 東京都

岡三証券（株） 102 証券業 東京都

グラクソ・スミスクライン（株） 101 学術・開発研究機関 東京都

佐川急便（株） 101 運輸業 京都府

（株）タカミヤ 100 その他の小売業 福岡県

（株）ＶＳＮ 100 職業紹介・労働者派遣業 東京都
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