
　令和２年 2 月 20 日（木）、21 日（金）の２日間、九州国際大学で「しごと研究フェア」が
開催されます。 福岡県や下関市に本社（営業所含む）を置く 80 社の優良企業が九州国際大
学に集結します。九国大生の採用に積極的な企業ばかりですので、企業研究に活用して
ください。３年生の皆さんは、必ず参加してください！

キャリア支援室　令和元年 12 月４日

【対象】３年次生（新４年生）

※頭髪の毛染めやブリーチ、ピアス等
の着用は入場をお控えいただきます。

・カバン持参



2月20日（木）参加予定企業リスト
№ 企業名 都道府県 業種 採用職種 留学生

1 株式会社アンサー倶楽部 福岡県 不動産業、物品賃貸業 企画営業職

2 株式会社伊藤園 東京都 製造業 営業職、事務職、研究開発職 ●

3 エフコープ生活協同組合 福岡県 卸売業、小売業, 複合サービス事業 総合職

4 株式会社エムビーエス 山口県 建設業 営業、営業事務、施工管理、建築士 ●

5 岡野バルブ製造株式会社 福岡県 製造業 経営企画、研究・開発・設計、メンテナンス、生産管理、生産技術、品質保証、営業、システム開発、調達、セールスエンジニア ●

6 カツヤマキカイ株式会社 兵庫県 卸売業、小売業 総合職（営業／管理部門（総務・人事・経理・企画）／研究開発（工業デザイン含む）） ●

7 株式会社カナモト 北海道 建設業, サービス業 営業職 ●

8 ㈱近代プラント 福岡県 電気・ガス・熱供給・水道業 技術職

9 北九州市役所 福岡県 公務 一般事務員、一般技術員（土木・建築・電気・機械・造園・環境・衛生）等

10 北九州商工会議所 福岡県 分類不能の産業 総合職

11 株式会社　九州セイムス 大分県 卸売業、小売業 ●ドラッグストア総合職　　●配置薬　営業職 ●

12 計測検査株式会社 福岡県 学術研究・専門・技術サービス業 営業職・技術職

13 株式会社サンキュードラッグ 福岡県 卸売業、小売業 マネジメント（総合職）、調剤事務員、化粧品販売管理者（コスメ担当者）

14 シャボン玉石けん株式会社 福岡県 製造業 総合職 【研究開発/製造/品質管理/営業/マーケティング/通信販売/総務/事務】

15 株式会社　秀電社 福岡県 建設業 営業職、技術職、事務職

16 株式会社　翔薬 福岡県 卸売業、小売業 営業職

17 セコム株式会社 東京都 サービス業 総合職、エリア総合職、研究職、開発職、設備保守、施工管理、ICTエンジニア ●

18 大栄株式会社 福岡県 建設業 施工管理担当者

19 株式会社タカギ 福岡県 製造業 企画営業系総合職、エリア専門職 ●

20 タキゲン製造株式会社　福岡支店 東京都 卸売業、小売業 設計・開発、営業職、事務職 ●

21 株式会社　筑水キャニコム 福岡県 製造業 営業職、開発職(理系学部のみ） ●

22 株式会社トーホー 兵庫県 卸売業、小売業 ルート営業、営業事務、店舗スタッフ、本部スタッフ（品質管理、CSR、システム開発など）

23 株式会社ナフコ 福岡県 卸売業、小売業 総合職 ●

24 株式会社にしけい 福岡県 サービス業 ①総合職　②空港保安検査員

25 西日本フード株式会社 福岡県 卸売業、小売業 営業職

26 日鉄エンジニアリング（株） 東京都 建設業 エキスパートスタッフ（旧：一般事務職）、グローバルスタッフ（旧：総合職）

27 日鉄環境プラントソリューションズ株式会社 福岡県 建設業, 分類不能の産業 ①オペレーター職②事務系総合職

28 日本乾溜工業株式会社 福岡県 建設業 公共工事施工管理または資材販売営業、災害用備蓄品及び産業安全衛生用品販売営業、総務事務職（システム管理、ＩＴ企画）

29 株式会社ハローデイ 福岡県 卸売業、小売業 店舗販売員（総合職）

30 株式会社ビケンテクノ 大阪府 サービス業 総合職 ●

31 株式会社フジコー 福岡県 製造業 総合職　地域総合職　研究職 ●

32 不二貿易株式会社 福岡県 卸売業、小売業 総合職（営業、商品開発、買い付け）

33 株式会社不動産中央情報センター 福岡県 不動産業、物品賃貸業 営業職（賃貸管理営業）

34 株式会社マルハニチロ物流 東京都 運輸業・郵便業 グローバル職（総合職） ●

35 株式会社ミクニ 福岡県 不動産業、物品賃貸業 総合職（営業）

36 株式会社みらいふ 福岡県 卸売業、小売業 営業系総合職

37 株式会社山本製作所 山形県 製造業 総合職

38 リコージャパン株式会社 東京都 卸売業、小売業 営業職・カスタマーエンジニア職 ●

39 菱信産業株式会社 福岡県 卸売業、小売業 営業、土木機械技術

40 株式会社ルミカ 福岡県 製造業 総合職 ●



2月21日（金）参加予定企業リスト
№ 企業名 都道府県 業種 採用職種 留学生

1 株式会社ＩＥＣ 愛知県 卸売業、小売業 ルート営業職

2 アイム電機工業株式会社 福岡県 製造業 営業職(国内及び海外) ●

3 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県 製造業 文理不問：営業、マーケティング、ネット通販(内勤営業)、他管理系職種 ●

4 旭酒造株式会社 山口県 製造業 製造職

5 株式会社アステック入江 福岡県 製造業 事務系総合職

6 ＡＬＳＯＫ福岡　株式会社 福岡県 サービス業 常駐警備

7 株式会社ウエスコ 九州支社 岡山県 学術研究・専門・技術サービス業 営業職

8 遠賀信用金庫 福岡県 金融業、保険業 総合職・普通職

9 株式会社海星ムサシ 福岡県 卸売業、小売業 総合職

10 株式会社キシヤ 福岡県 卸売業、小売業 営業職、物流管理職、事務職

11 北九州青果株式会社 福岡県 卸売業、小売業 営業総合職

12 北九州日産モーター株式会社 福岡県 卸売業、小売業 営業職

13 北九州農業協同組合 福岡県 複合サービス事業 総合職

14 株式会社九州日新 福岡県 分類不能の産業 総合職 ●

15 株式会社桐井製作所 東京都 製造業 営業職、技術職、企画事務職、営業事務職

16 株式会社グッデイ 福岡県 卸売業、小売業 総合職

17 株式会社ジェネック 福岡県 運輸業・郵便業 貿易事務

18 杉乃井ホテル＆リゾート株式会社 大分県 宿泊業・飲食サービス業 接客サービス ●

19 株式会社　セノン 東京都 サービス業 警備職（航空保安検査）

20 第一交通産業株式会社 福岡県 不動産業、物品賃貸業 総合職 ●

21 株式会社タカミヤ 福岡県 卸売業、小売業 総合職 ●

22 株式会社槌屋 福岡県 卸売業、小売業 （総合職）ルート営業・業務

23 株式会社テクノアソシエ 大阪府 製造業 総合職 ●

24 株式会社テツゲン（日本製鉄グループ） 東京都 製造業 総合職orオペレーター職

25 株式会社ドーワテクノス 福岡県 卸売業、小売業 営業職 ●

26 長崎船舶装備株式会社 長崎県 建設業, 製造業 船舶居住区施工管理／船舶居住区設計／商業施設内装施工管理／商業施設内装設計

27 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府 運輸業・郵便業 プロフェッショナル採用（運輸・技術）、総合職採用（技術・事務） ●

28 日本生命保険相互会社 大阪府 金融業、保険業 ●

29 ネッツトヨタ北九州株式会社 福岡県 卸売業、小売業 営業スタッフ

30 博多運輸株式会社 福岡県 運輸業・郵便業 総合職

31 福岡給油施設株式会社 東京都 サービス業 航空機燃料給油・施設保全管理・機材管理・車両整備

32 福岡小松フォークリフト株式会社 福岡県 卸売業、小売業 総合職（営業・事務） ●

33 福岡酸素株式会社 福岡県 卸売業、小売業 総合職（営業・管理）

34 福岡ひびき信用金庫 福岡県 金融業、保険業 営業職

35 フルタイムシステム 東京都 学術研究・専門・技術サービス業, 複合サービス事業, サービス業 ●

36 丸東産業株式会社 福岡県 製造業 ①営業職（学部不問）　②技術職（理系）

株式会社吉川システック 情報通信業 ＳＥ

吉川工業株式会社 製造業 総合職

38 リックス株式会社 福岡県 製造業, 卸売業、小売業 総合職　営業、

39 株式会社ワイズヨシハラ 福岡県 サービス業 営業職／営業事務職／管理事務職

40 渡辺パイプ株式会社 東京都 卸売業、小売業 営業職

37 福岡県
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