
番号 企業名 職　　種

1 株式会社筑紫樓 中華料理の調理

2 株式会社コレストエステート 営業

3 一般社団法人日本貨物検数協会九州支部 現場事務

4 株式会社寿福産業 ホールスタッフ

5 日本郵便株式会社九州支社 郵便局員（一般職）

6 京セラ株式会社鹿児島国分工場 製造・技術・検査

7 京セラ株式会社鹿児島国分工場 製造・技術・検査

8 ヤマシタ機械株式会社 一般事務

9 城山観光株式会社 宿泊・宴会・レストラン 　　サービススタッフ

10 株式会社エーコープ鹿児島 店舗販売・生鮮食品加工・本社事務

11 社会福祉法人信成会 生活支援員

12 鹿児島県漁業共済組合 事務職

13 横浜冷凍株式会社 冷蔵倉庫管理

14 株式会社ビックカメラ 首都圏／販売職（家電等）

15 横浜冷凍株式会社 一般（オフィスワーク）

16 九州電力株式会社 事務職

17 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 複合書店販売員

18 株式会社鹿児島銀行 事務職

19 鹿児島県農業協同組合中央会 事務職

20 鹿児島県農業協同組合中央会 電算担当

21 株式会社Ｑ－mast 事務職

22 南国システムサービス 電算担当

23 南国殖産株式会社 一般事務

24 公益社団法人全国和牛登録協会鹿児島支店 一般事務

25 株式会社鹿児島銀行 事務職

26 積水ヒノマル株式会社 一般職（営業事務）

27 横浜冷凍株式会社 冷蔵倉庫管理

28 株式会社鹿児島なべしま 焼肉レストラン　接客サービス係・調理

29 株式会社鹿児島銀行 事務職

30 株式会社鹿児島銀行 事務職

一般企業合格状況

就職30名（男子10名，女子20名）

就職者３０名（男子10名   女子20名）

H29年度卒業生



番号 企業名 職　　種
1 鹿児島国際観光株式会社 サービス係
2 トーコービルシステム株式会社 昇降機設置据付工事
3 鹿児島製茶株式会社 総合職
4 京セラ株式会社鹿児島国分工場 製造・技術・検査
5 京セラ株式会社鹿児島国分工場 製造・技術・検査
6 鹿児島県信用漁業協同組合連合会 総合職
7 株式会社ファイン・プランニング 総合職
8 三洋ハウス株式会社 総務
9 株式会社鹿児島銀行 事務職

10 鹿児島トヨタ自動車株式会社 一般事務
11 京セラ株式会社鹿児島国分工場 製造・技術・検査
12 株式会社九州糧販 一般事務
13 九州エア・ウォーター 営業事務
14 南国殖産株式会社 一般事務
15 鹿児島トヨタ自動車株式会社 一般事務
16 株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット 山陽新幹線パーサー（博多）

17 セイカ食品株式会社 一般事務
18 株式会社アドバンス 接客・調理・販売スタッフ
19 株式会社九州糧販 一般事務
20 株式会社　ＡＯＫＩ 営業職
21 京セラ株式会社鹿児島国分工場 製造・技術・検査
22 東部農業協同組合 一般事務及び営業
23 鹿児島県農業協同組合中央会 事務職
24 南九州日野自動車株式会社 一般事務
25 株式会社鹿児島銀行 事務職
26 石川株式会社 大型紙袋製造機械のオペレーター

27 鹿児島綜合警備保障株式会社 特定総合職
28 石川株式会社 大型紙袋製造機械のオペレーター

29 南国殖産株式会社 営業職
30 株式会社鹿児島なべしま 接客サービス係・調理
31 株式会社ホテル京セラ サービススタッフ

就職者３１名（男子９名   女子２２名）

H28年度卒業生



番号 企業名 職　　種
1 株式会社　鹿児島なべしま 接客・調理
2 日本貨物検数協会　九州支部 現場事務
3 京セラ株式会社　鹿児島国分工場 製造・技術・検査
4 株式会社　エム・ディ・エス プログラマー兼インストラクター

5 株式会社　鹿児島電気サービス 事務職
6 日本瓦斯株式会社 配送員
7 株式会社　新栄 営業事務
8 医療法人　上妻歯科医院 歯科助手
9 日本レストランシステム　株式会社 店舗スタッフ（鹿児島地区）

10 グリーン鹿児島農業協同組合 一般事務
11 鹿児島製茶　株式会社 販売員
12 株式会社　ＪＡ食肉かごしま 一般事務
13 株式会社　ホンダさつま 事務職（鹿児島地区）
14 株式会社　光学堂 販売
15 グリーン鹿児島農業協同組合 一般事務
16 グリーン鹿児島農業協同組合 一般事務
17 合名会社　明石屋菓子店 販売
18 東部農業協同組合 一般事務及び営業
19 鹿児島県漁業協同組合連合会 総務・経理
20 株式会社　宮崎太陽銀行 窓口営業職
21 日本レストランシステム　株式会社 店舗スタッフ（福岡地区）
22 さつま日置農業協同組合 一般事務及び営業
23 藤絹織物　株式会社 フロントスタッフ
24 鹿児島県農業協同組合中央会 事務職
25 南日本ソフトウエア－株式会社 一般事務
26 株式会社　ＡＯＫＩ 販売
27 三洋ハウス　株式会社 総務
28 南国殖産　株式会社 一般事務
29 有限会社　遊テック（auショップ） 販売
30 さつま日置農業協同組合 一般事務及び営業
31 合名会社　明石屋菓子店 製造
32 鹿児島県商工会連合会 経営支援員
33 南国殖産　株式会社 販売
34 京セラ株式会社　鹿児島国分工場 製造・技術・検査
35 株式会社　南日本銀行 総合職　
36 南九州金属工業　株式会社 経理事務
37 文化シヤッターサービス　株式会社 カスタマーエンジニア
38 株式会社　昭電社南九州支社 営業
39 横浜冷凍　株式会社 冷蔵倉庫管理
40 鹿児島綜合警備保障　株式会社 警備職

就職者４０名（男子１３名 女子２７名）

H27年度卒業生


