
平成28年度　学内合同企業説明会　参加企業一覧
 03/01病院  03/02病院  03/04伊都  03/05伊都  03/06伊都  03/07伊都

アステラス製薬 ＮＥＣキャピタルソリューション 旭ファイバーグラス 旭硝子 ＩＨＩ アイ・ケイ・ケイ
アネムホールディングス ＮＯＫ アドバンテスト 朝日新聞社 あいおいニッセイ同和損害保険 アイシン精機
伊藤忠商事 JFEスチール いすゞ自動車 アビームコンサルティング 曙ブレーキ工業 アクセンチュア
エースコック Ｊ-オイルミルズ 今治造船 アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 旭化成グループ アサヒ飲料
かんぽ生命保険 ジェーシービー ウェザーニューズ 宇宙技術開発 アサヒビール 朝日生命保険
協和発酵キリン 住友金属鉱山 宇部興産 江崎グリコ イオンリテール アジア航測
ＪＦＥエンジニアリング 全日本空輸 NTTコミュニケーションズグループ ＮＴＴ都市開発 出光興産 味の素
塩野義製薬 総合メディカル オークマ ＭＪＣ 伊藤園 アストモスエネルギー
商工組合中央金庫 双日 大阪ソーダ 大阪ガス 伊藤忠エネクス 麻生
テレビ西日本 損害保険ジャパン日本興亜 ＯＣＣ 大塚製薬 エイチ・アイ・エス いい生活
東洋新薬 第一三共 オービック 大林組 ＳＭＢＣ日興証券 岩谷産業
豊田通商 大鵬薬品工業 カゴメ 岡村製作所 エスケー化研 インテック
西日本シティ銀行 田辺三菱製薬 兼松 オムロン NTTデータ・アイ エイムネクスト
日清製粉グループ 中外製薬 川崎汽船 カネカ ＮＴＴデータＮＣＢ エコー電子工業
日本取引所グループ 中部電力 川崎重工業 カルビー ＥＮＥＯＳグローブ NECソリューションイノベータ
日本ハム TOTO 川澄化学工業 関西電力 MS&ADシステムズ エヌ・ティ・ティ・データ
日本調剤 日本政策投資銀行 関西ペイント キヤノン 大分キヤノン NTTドコモ
ノバルティス ファーマ 農林中央金庫 キシヤ 九州旅客鉄道 オリンパス ＮＴＴファシリティーズ
野村不動産 福岡中央銀行 キリン 九電工 キヤノンマーケティングジャパン 鹿島建設
阪和興業 富士フイルム 栗田工業 九電産業 京セラ ガスパル九州【大東建託グループ】

肥後銀行（九州フィナンシャルグループ） 三井住友海上火災保険 クレハ クボタ 共同通信社 KADOKAWA
福岡空港ビルディング 三井住友信託銀行 構造計画研究所 クラリオン 久原本家グループ カバヤ食品
不二家 三井物産 国際協力銀行（JBIC） 黒崎播磨 小糸製作所 九州通信ネットワーク
三菱ＵＦＪ信託銀行 三菱東京UFJ銀行 コニカミノルタ 小松製作所 神戸製鋼所 国際協力機構
ゆうちょ銀行 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ＳＵＭＣＯ サントリーホールディングス コクヨ 国際石油開発帝石
りそなグループ（りそな銀行・埼玉りそな銀行） 持田製薬 JSR ＧＳユアサ サンスターグループ 西部ガス

四国電力 GMOインターネットグループ ＪＮＣ 産業技術総合研究所
昭和産業 ＪＡ全農ミートフーズ ジェイテクト サンゲツ
昭和電工 ＪＸエネルギー（ＪＸＴＧエネルギー） ＪＦＥ商事 J-POWER（電源開発）
信越化学工業 JX金属 シマノ ジャパネットホールディングス
信金中央金庫 清水建設 ジヤトコ 新日鐵住金
神鋼環境ソリューション ジャパン マリンユナイテッド 商船三井 スズキ
新日鉄住金ソリューションズ シャボン玉石けん 新日鉄住金化学 住友生命保険
住友化学 新日鉄住金エンジニアリング スターフライヤー セイコーエプソン
住友商事 新明和工業 住友重機械工業 千趣会
住友倉庫 積水化学工業 住友電気工業 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

正晃 全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連） 住友電装 大建工業
ゼブラ 双日九州 住友理工 大日本印刷
全国農業協同組合連合会（JA全農） ダイハツ工業 住友林業 大和証券グループ
ソニー ＴＤＫ ゼンリン タカギ
太平洋セメント テルモ 第一生命保険 タカラベルモント
TIS 東京海上日動あんしん生命保険 ダイキン工業 田中貴金属グループ
帝人 東芝三菱電機産業システム 大正製薬 ツムラ
データフォーシーズ 東ソー ダイヤメット ＤＩＣ
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東洋鋼鈑 大和ハウス工業 デンソー九州
デンソー 東レ タクマ 東京海上日動火災保険
電通九州 トタニ技研工業 中国電力 東京ガス
東芝プラントシステム 凸版印刷 中国木材 東京電力ホールディングス
東燃ゼネラル石油（JXTGエネルギー） トヨタ車体研究所 長府製作所 東芝
戸田建設 西日本高速道路 デンカ DOWAホールディングス
トッパン・フォームズ 西日本電信電話 東海カーボン 西日本新聞社
トプコン 日油 東海旅客鉄道 西日本鉄道
トヨタ自動車九州 日世 東急不動産 西日本旅客鉄道
西日本技術開発 日本製紙 東京エレクトロン 日鉄鉱業
日亜化学工業 日本製粉 東芝メディカルシステムズ 日東電工
ニチレイフーズ 日本年金機構 同仁化学研究所 日本合成化学工業
日揮 日本郵便（日本郵政グループ） 都市再生機構 日本精工
日産自動車 日本アイ・ビー・エム トヨタコミュニケーションシステム 日本政策金融公庫
日本新薬 長谷工コーポレーション トヨタ自動車 日本電気
日本特殊陶業 パソナグループ 豊田自動織機 日本原燃
日本ペイントホールディングス パナソニック ニッセイ情報テクノロジー 日本工営
日本放送協会（NHK） パナソニック システムネットワークス 日本水産 日本曹達
日本郵船 東日本電信電話 ニトリ JT（日本たばこ産業）
ニプロ 久光製薬 日本生命保険 日本電信電話
日本板硝子 日立建機 日本ビジネスエンジニアリング パスコ
日本ガイシ 日立システムズ 日本ヒューレット・パッカード 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア

日本経済新聞社 平田機工 阪急電鉄 日立化成
日本航空 富士通エフサス フィード・ワン 日立金属
日本国土開発 富士通テン 福岡ソフトバンクホークス 日立造船
日本写真印刷 富士電機 不二製油 日之出水道機器
日本総合システム ブリヂストン 富士通 福岡地所
野村総合研究所 丸紅 マツダ 富士重工業
ノリタケカンパニーリミテド 三井化学 三浦工業 富士ゼロックス
博展 三井不動産リアルティ 三島光産 富士通九州システムサービス
日立製作所 三井不動産レジデンシャル 三井ハイテック 富士通九州ネットワークテクノロジーズ

福岡銀行 三菱商事パッケージング 三菱ガス化学 Fusic
みずほフィナンシャルグループ 三菱電機ビルテクノサービス 三菱地所 古河電気工業
三井住友銀行 三菱UFJインフォメーションテクノロジー 三菱重工環境・化学エンジニアリング ベネッセコーポレーション
三井生命保険 明電舎 三菱商事 牧野フライス製作所
三菱重工業 安川電機 三菱総合研究所 三井金属鉱業
三菱食品 山口フィナンシャルグループ 三菱マテリアル 三井造船
ヤマエ久野 ヤマト運輸 三菱UFJリサーチ&コンサルティング Mizkan　J　plus　Holdings
雪印メグミルク ヤマハ 村田製作所 三菱ケミカル
ライオン ヤマハ発動機 メディカル・データ・ビジョン 三菱電機
リコーITソリューションズ ＵＡＣＪ 森トラスト 武蔵エンジニアリング
リンナイ 横浜ゴム ヤンマー 明治安田生命保険
レンゴー リコー ユニ・チャーム LIXIL
ＹＫＫグループ（ＹＫＫ・ＹＫＫ ＡＰ） 読売新聞西部本社 ワークスアプリケーションズ

26社 26社 88社 87社 88社 88社

※ 50音順

※計403社

※平成29年1月31日現在


