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自動車、船舶・重工 Motor Vehicles and Shipbuilding
三井E&Sグループ（三井造船）Mitsui E&S Group (Mitsui Engineering & Shipbuilding)

日産自動車 NISSAN MOTOR マツダ Mazda ヤマハ発動機★ YAMAHA MOTOR★

三菱自動車工業 MITSUBISHI MOTORS ダイハツ工業★ DAIHATSU MOTOR★ トヨタ自動車九州◆ TOYOTA MOTOR KYUSHU◆

運輸・旅客、不動産、サービス等 Passenger Transport
九州旅客鉄道（JR九州）◆ Kyushu Railway◆

西日本鉄道◆ Nishi - Nippon Railroad◆

流通
Retailing and Distributing
ニトリ NITORI

金融 Finance
福岡銀行◆ THE BANK OF FUKUOKA◆

旅行 Tourism
ジェイティービー★ JTB★

鉄鋼
Steel
JFEスチール JFE Steel

機械・装置
Machinery and apparatus
クボタ KUBOTA

Hitz 日立造船 Hitachi Zosen

住宅設備
Housing and Building
LIXIL リクシル

電機・精密、情報通信(IT) Electronics, Precision, Information and Communication

パナソニック Panasonic オムロン OMRON

富士通 FUJITSU 日本電信電話（NTT研究所）★ NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE★

NEC（日本電気）★ NEC★ 京セラコミュニケーションシステム KYOCERA Communication Systems

日本IBM IBM Japan 富士通九州システムサービス◆ FUJITSU KYUSHU SYSTEM SERVICES◆

エネルギー Energy
九州電力◆ KYUSYU ELECTRIC POWER◆

設備工事、プラントEquipment Installation and Plant

三菱重工環境・化学エンジニアリング MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
ENVIRONMENTAL & CHEMICAL ENGINEERING

★英語で説明可能な企業
English is available.

◆九州地元企業
Headquarter in Kyushu

化学
Chemical
日本ゼオン★ Zeon★

東京応化工業 Tokyo ohka kogyo

自動車部品、電子機器・装置等
Automotive parts, electronics and equipment
住友電気工業 Sumitomo Electric Industries

小糸製作所 KOITO MANUFACTURING

経営・ITコンサルティング Professional Services
アビームコンサルティング ABeam Consulting

アクセンチュア★ Accenture Japan★

製造装置・システム、制御技術等
Manufacturing equipment and Control technology
奈良機械製作所★ Nara Machinery★
IDEC★ アイデック★

空調設備
Air-diffuser and damper
空研工業★◆ KUKEN KOGYO★◆
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