
平成30年12月7日現在

3月1日(金) 3月2日(土) 3月3日(日) 3月4日(月) 3月5日(火) 3月6日(水)
 ●メーカー
アサヒ飲料 アドバンテスト ＩＨＩ ＮＯＫ 旭化成 アイシン精機
いすゞ自動車 宇部興産 アイシン・コムクルーズ ＭＣフードスペシャリティーズ 味の素AGF アサヒビール
ＡＧＣ MHPSコントロールシステムズ オカムラ 大分キヤノン アルパイン 伊藤園
エースコック オリンパス 花王 鹿島建設 今治造船 エスケー化研
オーレック 久原本家グループ本社 カゴメ キヤノンメディカルシステムズ 江崎グリコ 大阪ソーダ
小野測器 栗田工業 カネカ 京セラ 大林組 ＯＣＣ
クボタ 黒崎播磨 川崎重工業 協和発酵キリン オムロン オハヨー乳業・カバヤ食品
クレハ 国際石油開発帝石 キリン 熊本製粉 川澄化学工業 かねふく
小糸製作所 サントリー食品インターナショナル 神戸製鋼所 コーセー キヤノン 関西ペイント
ＪＮＣ ＪＸ金属 サンスターグループ コクヨ 九電工 コニカミノルタ
島津製作所 JFEスチール ＪＸＴＧエネルギー SUMCO 湖池屋 小松製作所
新日鉄住金エンジニアリング 塩野義製薬 ＪＦＥエンジニアリング JT(日本たばこ産業) JSR サントリーホールディングス
セイコーエプソン 昭和産業 Ｊ-オイルミルズ シャープ シャボン玉石けん ＧＳユアサ
大正製薬 住友重機械工業 清水建設 ジヤトコ 神鋼環境ソリューション ジェイテクト
ツムラ 住友電気工業 住友大阪セメント 昭和電工 新明和工業 シマノ
デンカ ダイハツ工業 住友金属鉱山 新日鐵住金 ＳＵＢＡＲＵ ジャパン　マリンユナイテッド
同仁化学研究所 太平洋セメント 住友林業 スズキ 生化学工業 信越化学工業
トッパン・フォームズ タカラバイオ 大日本印刷 ソニー ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 住友化学
日本ハム 竹中工務店 大陽日酸 大建工業 大日本住友製薬 住友理工
日本ハム食品 ＤＩＣ 中外製薬 大成建設 タカギ 積水化学工業
ニトリ デンソー九州 デンソー 東海カーボン タカラベルモント 第一三共
ニプロ 東芝三菱電機産業システム 東京エレクトロン 東芝 宝ホールディングス ダイキン工業
ノバルティス ファーマ ＴＯＴＯ 東洋インキSCホールディングス 東ソー TDK ダイショー
ノリタケカンパニーリミテド 凸版印刷 東洋新薬 トヨタ自動車九州 帝人 大鵬薬品工業
日立製作所 トヨタ自動車 東レ 日産自動車 テルモ 太陽誘電
平田機工 豊田自動織機 トプコン 日清製粉グループ DOWAホールディングス 大和リース
富士フイルム 日産化学 日揮 日本電気 トタニ技研工業 タクマ
ボッシュ 日本水産 NISSHA 日本ペイントホールディングス ニチレイフーズ 田中貴金属グループ
マツダ 日本製粉 日世 日本板硝子 日鉄ケミカル＆マテリアル ナブテスコ
三井金属鉱業 日本ゼオン 日本車輌製造 日本農産工業 日東電工 日亜化学工業
三井ハイテック 日本電産 日本ガイシ 日立建機 日本化薬 日本触媒
Mizkan J plus Holdings パナソニック 久光製薬 フィード・ワン 日本新薬 マイクロンメモリジャパン合同会社

三菱ケミカル 日立造船 ファナック 不二家 日本精工 マルハニチロ
三菱電機 ブリヂストン 不二製油 ミズノ 日本製紙 三菱マテリアル
山崎製パン 宮崎アスモ 富士ゼロックス 三菱重工環境・化学エンジニアリング 日本特殊陶業 明電舎
ヤマハ発動機 明治グループ 富士電機 三菱重工業 日本食研ホールディングス モリタホールディングス
ヤンマー 安川電機 古河電気工業 武蔵エンジニアリング 日立金属 雪印メグミルク
ＵＡＣＪ 本田技研工業 ライオン 日之出水道機器 LIXIL

三菱ガス化学 レンゴー フクダ電子 ＹＫＫグループ（ＹＫＫ・ＹＫＫ ＡＰ)

三菱自動車工業 三浦工業
ヤマハ 三井化学
リコー 村田製作所

持田製薬
横浜ゴム

 ●商社
キシヤ 兼松 麻生商事 伊藤忠エネクス 伊藤忠商事 国際紙パルプ商事
豊田通商 JA全農ミートフーズ 伊藤忠丸紅鉄鋼 双日九州 岩谷産業 JFE商事
三井物産 双日 住友商事 日商エレクトロニクス 千代田テクノル ソニーリージョナルセールス

阪和興業 正晃 ヤマエ久野 三菱商事
丸紅 三菱食品

三菱商事パッケージング

 ●小売・流通
ミスターマックス・ホールディングス エフコープ生活協同組合 イオンリテール

 ●金融
商工組合中央金庫 あいおいニッセイ同和損害保険 アフラック生命保険 鹿児島銀行 国際協力銀行(JBIC) 新生銀行
第一生命保険 ＮＥＣキャピタルソリューション ＳＭＢＣ日興証券 佐賀銀行 全国共済農業協同組合連合会 大和証券グループ本社
日本政策金融公庫 住友生命保険相互会社 ジェーシービー(JCB) 信金中央金庫 西日本シティ銀行 農林中央金庫
みずほフィナンシャルグループ 東京海上日動火災保険 損害保険ジャパン日本興亜 日本生命保険相互会社 日本政策投資銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 福岡銀行 日本取引所グループ 三井住友海上火災保険 三井生命保険 明治安田生命保険相互会社
ワイジェイカード 三井住友信託銀行 みずほ証券 三井住友銀行 ゆうちょ銀行

山口フィナンシャルグループ 三菱ＵＦＪ銀行
りそなグループ(りそな銀行)

 ●サービス
ANA(全日本空輸) アクセンチュア アイ・ケイ・ケイ エイムネクスト ＮＴＴファシリティーズ　グループ 麻生
NTT都市開発 アジア航測 アビームコンサルティング ＥＮＥＯＳグローブ 国際医療福祉大学・高邦会グループ ウェザーニューズ
ガスパル九州 アネムホールディングス 宇宙技術開発 総合メディカル JTBグループ 大阪ガス
九電産業 九州旅客鉄道(JR九州) 川崎汽船 中国電力 デロイトトーマツコンサルティング 九州電力
東海旅客鉄道 商船三井 西部ガス 東京電力ホールディングス 東京ガス J-POWER(電源開発)
西日本技術開発 中部電力 四国電力 西日本高速道路 東京急行電鉄 西日本鉄道
日本郵船 日本郵便 データフォーシーズ 西日本旅客鉄道 日本IBM 野村不動産
日本工営 日本原燃 東急不動産 パスコ 三菱地所 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

日本電営 福岡地所 日本航空 福岡ソフトバンクホークス 三菱倉庫 メディサイエンスプラニング
パソナグループ 三井不動産レジデンシャル ワールドインテック
福岡国際空港 ヤマト運輸
三井不動産
三菱総合研究所

ソフトウェア・通信
MJC NTTドコモ アドソル日進 インテック いい生活 エクサ
TIS オービック ＮＴＴデータアイ ＳＣＳＫ九州 日本電信電話(NTT研究所) NTTデータ
パナソニック システムソリューションズ ジャパン 新日鉄住金ソリューションズ 西日本電信電話 NECソリューションイノベータ 日本ビジネスエンジニアリング 応研
東日本電信電話 ニッセイ情報テクノロジー 日本総合システム エヌ・ティ・ティ・データ九州 富士通九州システムズ ＫＤＤＩ
富士通 日本コンピュータ・アソシエーツ 富士通エフサス QTnet リコーＩＴソリューションズ 野村総合研究所
富士通九州ネットワークテクノロジーズ レベルファイブ 三菱UFJインフォメーションテクノロジー 富士通クラウドテクノロジーズ

Ｆｕｓｉｃ

 ●広告・出版・マスコミ
電通九州 一般社団法人共同通信社 テレビ西日本 福岡放送 大広 RKB毎日放送
博展 日本放送協会 読売新聞西部本社 博報堂プロダクツ ソウルドアウト

西日本新聞社

 ●官公庁・公社・団体
産業技術総合研究所 新エネルギー・産業技術総合開発機構 日本年金機構 国際協力機構 全国農業協同組合連合会 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

都市再生機構

70社 70社 70社 70社 70社 70社

平成30年度　九州大学学内合同企業説明会
参加企業一覧（420社）50音順


