
卒業学科 出　身　校

ホテル 鹿児島女子高校（鹿児島県）

ブライダル 誠高校（福岡県）

ホテル 北稜高校（熊本県）

夜間総合観光 鹿児島商業高校（鹿児島県）

ホテル 福翔高校（福岡県）

ブライダル 武岡台高校（鹿児島県）

ホテルニューオータニ ㈱ニュー・オータニ ホテル 日田三隈高校（大分県）

ホテル 博多女子高校（福岡県）

ブライダル 稲築志耕館高校（福岡県）

ブライダル 諫早商業高校（長崎県）

ホテル 久留米学園高校（福岡県）

ホテル 福岡講倫館高校（福岡県）

ホテル 高志館高校（佐賀県）

ホテル 国分中央高校（鹿児島県）

ブライダル 西日本短期大学附属高校(福岡県）

ホテル 中村学園女子高校（福岡県）

ホテル 佐賀学園高校（佐賀県）

ホテル 福岡女子高校（福岡県）

ホテル 日出総合高校（大分県）

ホテル 九州産業大学付属九州高校（福岡県）

ホテル 九州産業大学付属九州産業高校（福岡県）

ホテル 九州産業大学付属九州産業高校（福岡県）

ホテル 久留米学園高校（福岡県）

ホテル 筑紫台高校（福岡県）

ホテル 三潴高校（福岡県）

ホテル 山門高校（福岡県）

ホテル 唐津商業高校（佐賀県）

ホテル 佐賀清和高校（佐賀県）

ホテル 北稜高校（熊本県）

ホテル 都城聖ドミニコ学園高校（宮崎県）

ホテル 筑紫高校（福岡県） 

ホテル 誠高校（福岡県）

ホテル 大分南高校（大分県）

セント レジス ホテル 大阪 大阪セント・レジス・ホテル㈱ ホテル 高卒認定

帝国ホテル大阪 ㈱帝国ホテル 夜間総合観光 福岡中央高校（福岡県）

ハイアット リージェンシー 京都 ㈱東山ホールディングス ホテル 中津東高校（大分県）

ホテルモントレ ラ・スール大阪　など ホテルモントレ㈱ ホテル 柳川高校（福岡県）

夜間総合観光 飯塚高校（福岡県）

夜間総合観光 クラーク記念国際高校（福岡県）

ＪＲ九州ホテル ブラッサム福岡　ほか JR九州ホテルズ㈱ 夜間総合観光 日出総合高校（大分県）

グランド・ハイアット・福岡　ほか ㈱エフ・ジェイホテルズ ホテル 福岡女子高校（福岡県）

ブライダル 中村学園女子高校（福岡県）

ブライダル 福岡舞鶴高校（福岡県）

ホテル 大原昴自動車・スポーツ専門学校

夜間総合観光 博多青松高校（福岡県）

ホテル 筑紫台高校（福岡県）

ブライダル 久留米学園高校（福岡県）

ホテル 誠修高校（福岡県）

ホテル 福岡講倫館高校（福岡県）

夜間総合観光 都城聖ドミニコ学園高校（宮崎県）

ホテル 佐賀商業高校（佐賀県）

ホテル 諫早商業高校（長崎県）

夜間総合観光 塩田工業高校（佐賀県）

ホテル 久留米商業高校（福岡県）

ホテルニューオータニ博多 ㈱ニューオータニ九州 ホテル 福岡女子商業高校（福岡県）

ホテル 本庄高校（宮崎県）

ブライダル 五島海陽高校（長崎県）

ホテル法華クラブ福岡 ㈱法華倶楽部 ホテル 島原翔南高校（長崎県）

ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅前 ㈱フォーブス ブライダル 厳木高校（佐賀県）

夜間総合観光 佐賀農業高校（佐賀県）

夜間総合観光 松橋高校（熊本県）

夜間総合観光 松橋高校（熊本県）

ザ・ニューホテル熊本 熊本駅前ビル㈱ トラベル 熊本商業高校（熊本県）

ホテル 長崎明誠高校（長崎県）

ブライダル 諫早商業高校（長崎県）

ブライダル 玉名女子高校（熊本県）

夜間総合観光 藤蔭高校（大分県）

お宿有楽 ㈱レゾネイト 夜間総合観光 延岡商業高校（宮崎県）

夜間総合観光 津久見高校（大分県）

ブライダル 飯塚高校（福岡県）

ブライダル 上五島高校（長崎県）

ブライダル 福島高校（福岡県）

夜間総合観光 熊本中央高校（熊本県）

ブライダル 若松高校（福岡県）

ブライダル 博多女子高校（福岡県）

ブライダル 鹿児島高校（鹿児島県）

ブライダル 若松商業高校(福岡県）

トラベル 菊池高校（熊本県）

トラベル 星琳高校（福岡県）

トラベル 久留米筑水高校（福岡県）

トラベル 福翔高校（福岡県）

トラベル 嬉野高校（佐賀県）

トラベル 嬉野高校（佐賀県）

トラベル 純心女子高校（長崎県）

トラベル 情報科学高校（大分県）

トラベル 宮崎学園高校（宮崎県）

トラベル 宮崎学園高校（宮崎県）

トラベル 川内高校（鹿児島県）

トラベル 第一学院高校（福岡県）

トラベル 嬉野高校（佐賀県）

トラベル 誠英高校（山口県）

トラベル ありあけ新世高校（福岡県）

トラベル 久留米商業高校（福岡県）

トラベル 筑紫中央高校（福岡県）

トラベル 南筑高校（福岡県）

トラベル 福島高校（福岡県）

トラベル 神埼清明高校（佐賀県）

夜間総合観光 唐津青翔高校（佐賀県）

トラベル 折尾高校（福岡県）

トラベル 熊本商業高校（熊本県）

トラベル 壱岐商業高校（長崎県）

トラベル 下関商業高校（山口県）

トラベル 小倉西高校（福岡県）

トラベル 東海大学付属熊本星翔高校（熊本県）

トラベル 須恵高校（福岡県）

トラベル 博多女子高校（福岡県）

鉄道 玄洋高校（福岡県）

エアライン 熊本西高校（熊本県）

トラベル 川辺高校（鹿児島県）

㈱新美（ブライダル衣装）

日旅サービス㈱　（3名）

西鉄観光バス㈱

西鉄観光バス㈱（バスガイド）

ニッポンレンタカー九州㈱（2名）

岩崎産業㈱

㈱ラック （ブライダルコーディネーター）

プリモ・ジャパン㈱（ブライダルジュエリーコーディネーター）

㈲田中皆花園（ブライダルフラワーコーディネーター）
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㈱エイチ・アイ・エス

JR九州旅行（11名） 九州旅客鉄道㈱/旅行事業本部

東武トップツアーズ㈱

西鉄旅行㈱　（８名）

㈱日本旅行オーエムシートラベル　（3名）

㈱星野リゾート・マネジメント

杉乃井ホテル＆リゾート㈱

㈱玉の湯

ザ・テラスホテルズ㈱

アイ・ケイ・ケイ㈱　（ハウスウェディング　プランナー）

㈱マリーゴールド（ハウスウェディング）（2名）

ホテルモントレ ラ・スール福岡 ホテルモントレ㈱（2名）

ホテル桜㈱

ホテル日航熊本 くまもと新世紀㈱（2名）

ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル ㈱グラバーヒル（2名）

博多都ホテル ㈱近鉄・都ホテルズ（2名）

ヒルトン福岡シーホーク ㈱ホークスタウン　（3名）

㈱ホテルオークラ福岡　（3名）

㈱ホテル日航福岡

㈱京都ホテル　（3名）

ANAクラウンプラザホテル福岡 ㈱ホライズン・ホテルズ　（2名）

西鉄グランドホテル　など ㈱西鉄シティホテル（2名）

西鉄イン天神　など ㈱西鉄ホテルズ　（2名）

㈱阪急阪神ホテルズ　（4名）

富士屋ホテル㈱

㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル

㈱横浜ロイヤルパークホテル

㈱神戸ポートピアホテル（2名）

ホテル阪急インターナショナル　ほか　近畿圏 ㈱阪急阪神ホテルズ　（11名）

就職先　（配属先・企業名）
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㈱セルリアンタワー東急ホテル

帝国ホテル東京 ㈱帝国ホテル　（3名）

パーク ハイアット 東京 パークタワーホテル㈱　（2名）

㈱ホテルオークラ東京　（2名）

㈱ミリアルリゾートホテルズ

第一ホテル東京　ほか首都圏



卒業学科 出　身　校

羽田空港　JAL　グランドハンドリングスタッフ ㈱ＪＡＬグランドサービス エアポート 日南高校（宮崎県）

エアライン 筑紫中央高校（福岡県）

エアポート 宇佐高校（大分県）

成田空港　グランドハンドリングスタッフ ㈱インテックス トラベル 麻生外語観光＆製菓専門学校　日本語科

エアライン 必由館高校（熊本県）

エアライン 諫早商業高校（長崎県）

鉄道 佐賀西高校（佐賀県）

関西空港　ANAグランドハンドリングスタッフ ANA大阪空港㈱ エアポート 福島高校（福岡県）

関西空港　JAL　グランドハンドリングスタッフ ㈱Kグランドサービス エアポート 小林秀峰高校（宮崎県）

エアポート 五島海陽高校（長崎県）

関西空港　航空貨物ハンドリングスタッフ 平野運輸㈱ エアポート 玄洋高校（福岡県）

関西空港　グランドハンドリングスタッフ ㈱旅行綜研 エアポート 鹿児島高校（鹿児島県）

鉄道 九州産業大学付属九州産業高校（福岡県）

鉄道 福岡工業大学附属城東高校（福岡県）

広島空港　ANA　グランドスタッフ 中国ターミナルサービス㈱ エアライン 上天草高校（熊本県）

福岡空港　ANA　グランドスタッフ エアライン 鹿児島女子高校（鹿児島県）

福岡空港　ANA　グランドハンドリングスタッフ エアポート 鹿児島商業高校（鹿児島県）

福岡空港　グランドスタッフ エアライン 光高校（山口県）

長崎空港　JAL　グランドスタッフ エアライン 上五島高校（長崎県）

大分空港　JAL　グランドスタッフ エアライン 大分高校（大分県）

エアポート 東福岡高校（福岡県）

エアポート 東福岡高校（福岡県）

小牧空港　FDA　グランドスタッフ エアライン 福岡大学附属若葉高校（福岡県)

福岡空港　FDA　グランドスタッフ エアライン 熊本工業高校（熊本県）

福岡空港　FDA　グランドハンドリングスタッフ エアポート 誠高校(福岡県）

福岡空港　大韓航空　グランドスタッフ ㈱韓進インターナショナルジャパン エアライン 佐賀北高校（佐賀県）

福岡空港　ジェットスター　グランドスタッフ エアライン 佐賀東高校（佐賀県）

エアライン 嘉穂東高校（福岡県）

エアライン 千原台高校（熊本県）

エアライン 国東高校双国校（大分県）

エアライン 別府翔青高校（大分県）

福岡空港など　グランドハンドリングスタッフ エアポート 南陽工業高校（山口県）

トラベル 博多工業高校（福岡県）

トラベル 飛鳥未来高校（福岡県）

福岡空港　JAL　ラウンジスタッフ ㈱旅行綜研 夜間総合観光 香椎高校（福岡県）

佐賀空港　ANA　グランドスタッフ ㈱ANAエアサービス佐賀 エアライン 鹿島実業高校（佐賀県）

長崎空港　ANA　グランドスタッフ エアライン 嬉野高校（佐賀県）

長崎空港　ANA　グランドハンドリングスタッフ エアポート 瓊浦高校（長崎県）

エアライン 宮崎学園高校（宮崎県）

エアライン 宮崎商業高校（宮崎県）

エアライン 指宿高校（鹿児島県）

エアライン 鹿児島高校（鹿児島県）

エアライン 国分中央高校（鹿児島県）

エアライン 那覇商業高校（沖縄県）

夜間総合観光 南風原高校（沖縄県）

JR東日本　グリーンアテンダント ㈱日本レストランエンタプライズ 鉄道 宮崎農業高校（宮崎県）

鉄道 秀岳館高校（熊本県）

鉄道 誠高校（福岡県）

鉄道 鹿児島南高校（鹿児島県）

JR西日本　新幹線客室乗務員 西日本旅客鉄道㈱新幹線管理本部 鉄道 鹿児島商業高校（鹿児島県）

鉄道 玄洋高校（福岡県）

トラベル 福岡講倫館高校（福岡県）

西日本旅客鉄道㈱福岡支社 鉄道 熊本西高校（熊本県）

鉄道 堺西高校（大阪府）

鉄道 純真高校（福岡県）

鉄道 敬徳高校（佐賀県）

鉄道 糸島高校　定時制（福岡県）

ＪＲ西日本　客室乗務員 ㈱ジェイアール西日本フードサービスネット 夜間総合観光 清峰高校（長崎県）

鉄道 出水商業高校（鹿児島県）

鉄道 鹿児島工業高校（鹿児島県）

鉄道 常磐高校（福岡県）

鉄道 九州産業大学付属九州産業高校（福岡県）

鉄道 誠高校（福岡県）

鉄道 杵島商業高校（佐賀県）

鉄道 大分東明高校（大分県）

鉄道 鶴翔高校（鹿児島県）

鉄道 鹿児島水産高校（鹿児島県）

鉄道 自由ヶ丘高校（福岡県）

夜間総合観光 九州産業大学付属九州高校（福岡県）

鉄道 苅田工業高校（福岡県）

鉄道 真颯館高校（福岡県）

鉄道 小郡高校（福岡県）

鉄道 杉森高校看護専攻科（福岡県）

鉄道 中村学園三陽高校（福岡県）

鉄道 福岡工業大学附属城東高校（福岡県）

鉄道 川棚高校（長崎県）

鉄道 大分東明高校（大分県）

JR九州　客室乗務員 九州旅客鉄道㈱　サービス部 エアライン 種子島中央高校（鹿児島県）

鉄道 東筑紫学園高校（福岡県）

鉄道 福岡工業大学附属城東高校（福岡県）

鉄道 筑紫台高校（福岡県）

鉄道 熊本商業高校（熊本県）

鉄道 福山高校（鹿児島県）

鉄道 豊北高校（山口県）

鉄道 朝倉東高校（福岡県）

鉄道 大牟田高校（福岡県）

鉄道 福岡農業高校（福岡県）

鉄道 玉名工業高校（熊本県）

鉄道 千原台高校（熊本県）

鉄道 浮羽究真館高校（福岡県）

ホテル 福岡講倫館高校（福岡県）
エアライン 福岡講倫館高校（福岡県）
エアライン 鹿屋農業高校（鹿児島県）
ブライダル 純真高校（福岡県）
エアライン 博多女子高校（福岡県）

夜間総合観光 朝倉東高校（福岡県）
エアライン 博多女子高校（福岡県）

鉄道 香椎工業高校（福岡県）
エアライン 有明高校（熊本県）福岡県護国神社（巫女）

肥薩おれんじ鉄道㈱

他
業
界

㈱Noah　Design
㈱えん
㈱大原老舗
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド
しらしげ歯科医院
㈱ニッシンホームテック
川津工務店
京三電設工業㈱

高松琴平電気鉄道㈱（運輸職）　（６名）

とさでん交通㈱（運輸職）（2名）

九州旅客鉄道㈱　鉄道事業本部　（8名）

JR九州　駅係員 ＪＲ九州鉄道営業㈱　（5名）

西鉄電車　運輸職 西日本鉄道㈱（６名）

鉄
　
　
　
道
　
　
　
業
　
　
　
界

㈱京急ステーションサービス

阪急電鉄㈱（運輸職）　（2名）

ＪＲ西日本　駅係員

西日本旅客鉄道㈱広島支社（2名）

㈱JR西日本交通サービス（3名）

㈱ジェイアール西日本福岡メンテック

ＪＲ四国　（運輸職） 四国旅客鉄道㈱　（2名）

伊予鉄道㈱（運輸職）

長崎空港ビルディング㈱　（2名）

宮崎空港　ANA　グランドスタッフ 宮崎交通㈱　（2名）

鹿児島空港　ANA グランドスタッフ 南国交通㈱　（3名）

那覇空港　ANA　グランドスタッフ ＡＮＡ沖縄空港㈱（2名）

㈱エスエーエス　（3名）

西鉄エアサービス㈱　（6名）

福岡空港　国際線　グランドスタッフ

松山空港　JAL　グランドスタッフ

福岡空港　ANA　グランドハンドリングスタッフ コウノイケ・エアポートサービス㈱（2名）

航
　
　
　
空
　
　
　
業
　
　
　
界

成田空港　インフォメーション　など 空港ターミナルサービス㈱　（2名）

東京国際エアカーゴターミナル㈱（羽田空港　国際航空貨物）（３名）

㈱阪急阪神ロジパートナーズ（関西空港　エアカーゴ）

㈱日本トラフィックサービス（国際航空貨物）（2名）

ANA福岡空港㈱　（2名）

㈱ＪＡＬスカイ九州　（3名）

福岡空港　JAL　グランドハンドリングスタッフ ㈱JALグランドサービス九州　（2名）

就職先　（配属先・企業名）


