
 

No 受付日 企業名 業種 募集学部 本社地
留学生
対象

1 8月16日 Ｅｎｉｓｈｉ　ＣＭ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（株） 情報サービス業 不問・短大 福岡県

2 8月16日 徳寿工業（株） 設備工事業 機械・電気 香川県

3 8月16日 （株）九州ハセック はん用機械器具製造業 理工系不問 福岡県

4 8月16日 （株）シティビル 不動産賃貸業・管理業 不問 福岡県

5 8月16日 （株）ハウテック 情報サービス業 理工系不問 福岡県

6 8月16日 （株）中島辰三郎商店 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 不問 福岡県

7 8月16日 （株）ジェイテック 技術サービス業（他に分類されないもの 不問・短大 大分県

8 8月16日 （社福）似島学園 社会保険・社会福祉・介護事業 教員 広島県

9 8月16日 サンワホーム（株） 総合工事業 不問 山口県

10 8月16日 日本賃貸保証（株） 補助的金融業等 不問 千葉県 ※

11 8月16日 （地独）山口県立病院機構 医療業 臨床心理士 山口県

13 8月16日 （社福）兵庫県社会福祉事業団 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 兵庫県

14 8月16日 （株）コスモス薬品 その他の小売業 不問 福岡県

16 8月16日 積水ハウスリフォーム（株） 総合工事業 不問 大阪府

18 8月16日 （株）森本組 総合工事業 建築 大阪府

19 8月16日 朝倉コンサルタント（株） 技術サービス業（他に分類されないもの 理工系不問・文系不問 福岡県

20 8月16日 大高建設（株） 総合工事業 建築 福岡県

21 8月16日 （株）ユートピア 情報サービス業 不問・短大 東京都

22 8月16日 唐津農業（協組） 協同組合（他に分類されないもの） 不問・短大 佐賀県

23 8月16日 （株）愛歯 医療業 不問 熊本県

24 8月16日 （株）シーアールイー 技術サービス業（他に分類されないもの 理工系不問 愛知県

26 8月16日 （株）エー・アール・ジー 技術サービス業（他に分類されないもの 建築・都市デザイン・住居インテリア 沖縄県

27 8月23日 （株）誠財務オフィス その他の教育，学習支援業 不問 兵庫県

28 8月23日 （株）アルサ 洗濯・理容・美容・浴場業 不問 福岡県

29 8月23日 （株）リフォームイレブン 職別工事業（設備工事業を除く） 不問・短大 福岡県

30 8月23日 （株）オリンピアコンサルタント 技術サービス業（他に分類されないもの 理工系不問 岐阜県

31 8月23日 西部電業（株） 設備工事業 電気 福岡県

32 8月23日 （株）カステラ本家福砂屋 食料品製造業 不問 長崎県

33 8月23日 博多港サイロ（株） 倉庫業 機械・電気 福岡県

34 8月23日 （株）トーケン 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 不問 福岡県

35 8月23日 トヨテツ福岡（株） 輸送用機械器具製造業 不問・短大 福岡県

36 8月23日 長崎県商工会連合会 政治・経済・文化団体 不問 長崎県

37 8月23日 （株）ＵＭＫエージェンシー 広告業 不問・短大 宮崎県

38 8月23日 川重ファシリテック（株） 職別工事業（設備工事業を除く） 理工系不問 兵庫県

39 8月23日 （株）サイト 家具・装備品製造業 理工系不問 福岡県

40 8月23日 クミ化成（株） プラスチック製品製造業 不問 東京都 ※

41 8月23日 ドコモ・システムズ（株） 情報サービス業 理工系不問 東京都 ※

42 8月23日 （株）メディアネットワーク 情報サービス業 理工系不問 東京都

43 8月23日 ＩＴカンファー（株） 情報サービス業 不問 東京都 ※

44 8月23日 福岡北九州高速道路公社 運輸に付帯するサービス業 都市デザイン 福岡県

45 8月23日 （株）グリーンクロス その他の卸売業 文系不問・芸術不問 福岡県

46 8月23日 （株）大和証券 金融商品取引業，商品先物取引業 不問 東京都 ※

47 8月23日 （株）ダイナマイト・ブラザーズ・シンジケート 専門サービス業（他に分類されないもの） 不問 東京都

48 8月23日 （学）久留米大学 学校教育 不問 福岡県

49 8月23日 佐賀県国民健康保険団体連合会 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 佐賀県

51 8月23日 （株）リエイ 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 千葉県 ※

52 8月23日 べっぷ日出農業（協組） 協同組合（他に分類されないもの） 不問・短大 大分県

53 8月23日 （株）パソナテック 職業紹介・労働者派遣業 理工系不問 東京都 ※

54 8月23日 （独）自動車事故対策機構 政治・経済・文化団体 不問 東京都

55 8月23日 アサヒ・エンジニアリング（株） 生産用機械器具製造業 不問・短大 福岡県

令和3年9月29日
キャリア支援センター

令和３年度 既卒対象求人企業一覧【令和3年8月16日～令和3年9月24日】
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56 8月23日 （株）キューキエンジニアリング 情報サービス業 情報 福岡県

57 8月23日 （社福）北九州市手をつなぐ育成会 社会保険・社会福祉・介護事業 精神保健福祉士・保育士 福岡県

58 8月23日 ＷＤＢ工学（株） 職業紹介・労働者派遣業 理工系不問 東京都 ※

59 8月23日 西肥情報サービス（株） 情報サービス業 不問 福岡県

61 8月23日 日鉄環境プラントソリューションズ（株） その他の事業サービス業 理工系不問・文系不問 福岡県 ※

62 8月26日 （株）奈良運送 道路貨物運送業 不問・短大 広島県 ※

63 8月26日 （社福）宰府福祉会 社会保険・社会福祉・介護事業 保育士 福岡県

64 8月26日 （公財）福岡労働衛生研究所 医療業 不問 福岡県 ※

65 8月26日 （学）福原学園 学校教育 教員 福岡県

66 8月26日 （株）アルシスホーム 不動産取引業 文系不問・芸術不問 福岡県

67 8月26日 （株）ベネッセスタイルケア 社会保険・社会福祉・介護事業 不問・短大 東京都 ※

68 9月1日 （株）宰都 社会保険・社会福祉・介護事業 子ども教育 福岡県

69 9月1日 芳野測量設計（株） 技術サービス業（他に分類されないもの 都市デザイン 福岡県

70 9月1日 （有）昭陽コンサルタント 技術サービス業（他に分類されないもの 建築・都市デザイン 福岡県

71 9月1日 稲尾産業（株） 物品賃貸業 不問 福岡県

72 9月1日 （地独）福岡市立病院機構 医療業 不問・短大 福岡県

73 9月1日 徳島市病院局　徳島市民病院 医療業 不問 徳島県

74 9月1日 （株）コクゴ その他の卸売業 不問 東京都

75 9月1日 （株）高田工業所 生産用機械器具製造業 理工系不問 福岡県 ※

76 9月1日 ＭＸモバイリング（株） 機械器具小売業 不問・短大 東京都 ※

78 9月1日 （株）くまもと健康支援研究所 医療業 不問 熊本県

79 9月1日 （株）エスエスイー 情報サービス業 不問・短大 東京都

80 9月1日 メディア情報システム（株） 情報サービス業 不問・短大 東京都

81 9月1日 （株）アストロン 情報サービス業 不問・短大 東京都 ※

82 9月1日 セントラルエンジニアリング（株） 技術サービス業（他に分類されないもの 理工系不問 神奈川県 ※

83 9月7日 （社福）しいのみ学園 社会保険・社会福祉・介護事業 保育士 福岡県

84 9月7日 （株）若林商会 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 生命科学 福岡県 ※

85 9月7日 （株）タカヤマ その他の小売業 不問 福岡県

86 9月7日 （社福）宮崎県社会福祉協議会 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 宮崎県

87 9月7日 （株）叙々苑 飲食店 不問・短大 東京都

88 9月7日 （株）ＴＲＥＥ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ 映像・音声・文字情報制作業 芸術不問・短大 東京都

89 9月7日 （医）大壮会　久喜すずのき病院 医療業 精神保健福祉士 埼玉県

91 9月7日 （社福）兵庫県社会福祉事業団 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 兵庫県

92 9月7日 テシマ工業（株） 総合工事業 不問・短大 福岡県 ※

93 9月7日 （社福）創生会 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 福岡県

94 9月10日 福岡印刷（株） 出版・同関連産業 不問 福岡県

95 9月10日 西光建設（株） 総合工事業 不問 福岡県

96 9月10日 （社福）かがわ総合リハビリテーション事業団 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 香川県

97 9月10日 ＷＤＢ工学（株） 職業紹介・労働者派遣業 理工系不問 東京都 ※

98 9月10日 （株）奈良運送 道路貨物運送業 不問 広島県 ※

99 9月10日 （株）サイト 家具・装備品製造業 理工系不問 福岡県

100 9月10日 （株）池間組 総合工事業 不問 福岡県

101 9月15日 公益社団法人　広島県浄化槽協会 政治・経済・文化団体 理工系不問 広島県

102 9月15日 （株）ドルチェ その他の小売業 不問・短大 福岡県

103 9月15日 福岡市青果商業協同組合 協同組合（他に分類されないもの） 不問・短大 福岡県

104 9月15日 エスエス産業（株） その他の卸売業 不問 福岡県

105 9月15日 コルチトーン補聴器（株） 業務用機械器具製造業 不問・短大 東京都

106 9月15日 東亜外業（株） 設備工事業 不問 兵庫県

107 9月15日 （社福）東京都社会福祉事業団 社会保険・社会福祉・介護事業 精神保健福祉士・保育士 東京都

108 9月15日 佐賀県農業（協組） 協同組合（他に分類されないもの） 不問・短大 佐賀県
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109 9月15日 貼りアップ（株） その他の小売業 不問・短大 福岡県

110 9月15日 （株）ドラッグストアモリ その他の小売業 不問・短大 福岡県

111 9月15日 （社福）あすなろ学園 社会保険・社会福祉・介護事業 不問・短大 福岡県

112 9月15日 （株）ハヤカワコーポレーション その他の卸売業 不問 福岡県

113 9月15日 インフォニイ（株） 情報サービス業 不問・短大 福岡県

114 9月20日 （株）ウシジマ 機械器具小売業 不問 福岡県

115 9月20日 （株）オガタストーン 職別工事業（設備工事業を除く） 不問 福岡県

116 9月20日 成央建設（株） 総合工事業 不問 福岡県

117 9月20日 （医）柳育会 医療業 不問 福岡県

118 9月20日 （株）ツカサ創研 その他の事業サービス業 理工系不問・文系不問 熊本県

119 9月20日 （株）ヨシックスフーズ 飲食店 不問・短大 愛知県

120 9月20日 （社福）八女福祉会 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 福岡県 ※

121 9月20日 （社福）伍福会 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 福岡県

122 9月20日 （社福）北九州市手をつなぐ育成会 社会保険・社会福祉・介護事業 不問・短大 福岡県

123 9月20日 セントラルエンジニアリング（株） 技術サービス業（他に分類されないもの 理工系不問 神奈川県 ※

124 9月20日 （株）ワールドコーポレーション 職業紹介・労働者派遣業 不問 東京都 ※

125 9月20日 （株）ハコブネ 情報サービス業 不問 福岡県 ※

126 9月21日 （株）マースエンジニアリング 業務用機械器具製造業 不問 東京都

127 9月21日 電気興業（株） 情報通信機械器具製造業 不問 東京都 ※

128 9月21日 （株）キーレックス 輸送用機械器具製造業 機械・電気・情報 広島県 ※

129 9月21日 （株）キューマックス 情報サービス業 不問・短大 福岡県 ※

130 9月21日 （株）パーク 情報サービス業 不問・短大 東京都

131 9月21日 （株）関西丸和ロジスティクス 道路貨物運送業 不問・短大 京都府

132 9月21日 （株）アバハウスインターナショナル 繊維・衣服等卸売業 不問 東京都 ※

133 9月21日 ブリヂストンタイヤサービス西日本（株） 機械器具小売業 不問 東京都

134 9月21日 野村證券（株） 金融商品取引業，商品先物取引業 不問 東京都 ※

135 9月21日 エスアールエス（株） 物品賃貸業 不問 東京都

136 9月21日 （株）Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ その他の生活関連サービス業 不問 東京都 ※

137 9月21日 木下サーカス（株） 娯楽業 不問 岡山県

138 9月21日 （株）アコーディア・ゴルフ 娯楽業 不問 東京都 ※

139 9月21日 （公財）健和会 医療業 不問 福岡県

140 9月21日 （株）ビー・エム・エル 医療業 不問・短大 東京都

141 9月21日 （株）アビタシオン 社会保険・社会福祉・介護事業 不問 福岡県

142 9月21日 （社福）荒尾市社会福祉事業団 社会保険・社会福祉・介護事業 不問・短大 熊本県

143 9月21日 フジアルテ（株） 職業紹介・労働者派遣業 不問・短大 大阪府

144 9月21日 マルゼン工業（株） はん用機械器具製造業 不問・短大 東京都

145 9月24日 （株）イルカ 情報サービス業 芸術不問・短大 東京都 ※

146 9月24日 （株）トムクリエイト 情報サービス業 芸術不問・短大 東京都

147 9月24日 グランディング（株） 情報サービス業 芸術不問・短大 福岡県 ※

148 9月24日 （株）ＯＲＥＮＤＡ 情報サービス業 芸術不問・短大 東京都 ※

149 9月24日 （株）ハ・ン・ド 情報サービス業 芸術不問・短大 北海道 ※

150 9月24日 あまた（株） 情報サービス業 芸術不問・短大 東京都 ※

151 9月24日 （株）セガ 情報サービス業 芸術不問・短大 東京都 ※

152 9月24日 （株）ピーシーデポコーポレーション 機械器具小売業 不問・短大 神奈川県 ※

153 9月24日 （株）南西楽園リゾート 宿泊業 不問・短大 沖縄県 ※

154 9月24日 （株）福岡市民ホールサービス 娯楽業 不問・短大 福岡県

155 9月24日 福岡県農業共済組合 金融商品取引業，商品先物取引業 不問 #N/A

156 9月24日 （社福）北九州市手をつなぐ育成会 社会保険・社会福祉・介護事業 不問・短大 福岡県

157 9月24日 （株）ＴＲＥＥ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ 映像・音声・文字情報制作業 芸術不問・短大 東京都

3


