就職率100％ 業界就職率97.8％
業界

２０２０年３月卒業生
就 職 先 （配属先・企業名）

番号

1 東京ディズニーランド®ホテルなど

㈱ミリアルリゾートホテルズ

出 身 校

ホテル・ブライダル

熊本工業高等学校（熊本県）

ホテル・ブライダル

諫早農業高等学校（長崎県）

ホテル・ブライダル

有田工業高等学校（佐賀県）

夜間総合観光

北稜高等学校（熊本県）

6

ホテル・ブライダル

行橋高等学校(福岡県）

7 ㈱ホテルオークラ東京（3名）

ホテル・ブライダル

高志館高等学校（佐賀県）

8

ホテル・ブライダル

行橋高等学校(福岡県）

9

ホテル・ブライダル

玄洋高等学校(福岡県）

ホテル・ブライダル

神埼清明高等学校（佐賀県）

ホテル・ブライダル

樟南高等学校（鹿児島県）

ホテル・ブライダル

青豊高等学校（福岡県）

13

ホテル・ブライダル

福岡工業大学附属城東高等学校（福岡県）

14

ホテル・ブライダル

早鞆高等学校(山口県）

ホテル・ブライダル

福岡常葉高等学校(福岡県）

16

ホテル

太宰府高等学校(福岡県）

17 パークハイアット京都

ホテル

朝倉東高等学校(福岡県）

18

ホテル

飯塚高等学校(福岡県）

国際ホテルマネジメント

九州ビジネス専門学校(ネパール）

夜間総合観光

日南振徳高等学校(宮崎県）

21 パークフロントホテル

ホテル・ブライダル

行橋高等学校(福岡県）

22

ホテル

九州産業大学付属九州産業高等学校(福岡県）

ホテル

九州産業大学付属九州産業高等学校(福岡県）

ホテル・ブライダル

別府翔青高等学校（大分県）

ホテル・ブライダル

宮崎南高等学校(宮崎県）

26

ホテル・ブライダル

出水高等学校（鹿児島県）

27 ㈱星野リゾート・マネジメント(3名)

ホテル・ブライダル

田川高等学校(福岡県）

28

トラベル

嘉穂東高等学校(福岡県）

29

ホテル・ブライダル

青豊高等学校（福岡県）

30 ㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル(３名)

ホテル・ブライダル

浮羽究真館高等学校(福岡県）

31

ホテル・ブライダル

前原高等学校(福岡県）

32

ホテル・ブライダル

4
5

10

帝国ホテル東京
（株）帝国ホテル（4名）
帝国ホテル大阪

㈱ホテルオークラ福岡（2名）

11
12 ホテルニューオータニ東京

15

19
20

ホテルニューオータニ博多

㈱ニューオータニ（3名)

（株）ホテルニューオータニ九州(2名)

パークタワーホテル(株)（6名）
パークハイアット東京

23 グランドハイアット東京など

㈱森ビルホスピタリティコーポレーション(3名)

24
25 グランドハイアット福岡など

33

ル

在籍学科

日田三隈高等学校（大分県）

3

テ

2020年3月 13日時点

ホテル・ブライダル

2

ホ

就職先一覧

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

㈱エフ・ジェイホテルズ

㈱近鉄・都ホテルズ(2名)

ホテル・ブライダル

日田三隈高等学校（大分県）

34 ㈱神戸ポートピアホテル

ホテル・ブライダル

飯塚高等学校(福岡県）

35

ホテル・ブライダル

福岡海星女子学院高等学校(福岡県)

36

ホテル・ブライダル

37

ホテル・ブライダル

福岡農業高等学校(福岡県）

ホテル・ブライダル

高志館高等学校（佐賀県）

39

ホテル・ブライダル

諫早商業高等学校（長崎県）

40

国際ホテルマネジメント

久留米ゼミナール(ネパール）

41

国際ホテルマネジメント

久留米ゼミナール(ネパール）

42

ホテル・ブライダル

ありあけ新世高等学校(福岡県）

43

ホテル・ブライダル

日田三隈高等学校（大分県）

44

ホテル・ブライダル

守山高等学校(愛知県）

45

国際ホテルマネジメント

嬉野高等学校（佐賀県）

国際ホテルマネジメント

北九州ＹＭＣＡ学院(ベトナム）

47

国際ホテルマネジメント

日本国際語学アカデミー(ベトナム）

48

国際ホテルマネジメント

東アジア日本語学校(ネパール）

49

国際ホテルマネジメント

福岡外語専門学校(スウェーデン）

50

ホテル・ブライダル

竹台高等学校(東京都）

51

夜間総合観光

東福岡高等学校(福岡県）

夜間総合観光

神埼清明高等学校（佐賀県）

夜間総合観光

津久見高等学校（大分県）

38 ㈱阪急阪神ホテルズ

46 ヒルトン福岡シーホーク

52 西鉄グランドホテルなど

ホテル阪急インターナショナルほか（7名）

(株)ホークスタウン(9名)

㈱西鉄ホテルズ（3名）

53
54 ホテル日航福岡

（株）ホテル日航福岡

ホテル・ブライダル

大口高等学校（鹿児島県）

55 ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡

㈱ホライゾン・ホテルズ

国際ホテルマネジメント

福岡国際学院(ネパール）

56

ホテル・ブライダル

高志館高等学校（佐賀県）

57 ホテルモントレ(株）(ホテルモントレ ラ・スール福岡、ホテルモンテ エルマーナ福岡など）（３名）

ホテル・ブライダル

小倉東高等学校(福岡県）

58

ホテル・ブライダル

精華女子高等学校(福岡県）

59

夜間総合観光

長崎総合科学大学（長崎県）

国際ホテルマネジメント

福岡国際学院(ネパール）

60

ホテル日航ハウステンボス

ナバ開発(株)(２名）

61 アゴーラ・福岡山の上ホテル＆スパ(2名)

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント福岡

夜間総合観光

佐世保商業高等学校（長崎県）

62 都ホテル博多

㈱近鉄・都ホテルズ

ホテル・ブライダル

福岡女子高等学校(福岡県）

63 ザ・ゲートホテル

ヒューリックホテルマネジメント(株)

ホテル・ブライダル

別府翔青高等学校（大分県）

64 ホテルオークラＪＲハウステンボス

JR九州ハウステンボスホテル㈱

ホテル・ブライダル

延岡商業高等学校(宮崎県）

65

トラベル

浮羽究真館高等学校(福岡県）

66

国際ホテルマネジメント

東アジア日本語学校(ネパール）

国際ホテルマネジメント

福岡国際学院(ネパール）

国際ホテルマネジメント

福岡日本語学校(ネパール）

67

ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

瀬良垣ホテルマネージメント（株）（4名)

68
69 ルネッサンスリゾートオキナワ

株式会社 エイチピーデイコーポレーション

国際ホテルマネジメント

愛和外語学院(バングラデシュ）

70 ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

オリオンビール（株）

夜間総合観光

小野田工業高等学校(山口県）

71 雲仙みかどホテル

夜間総合観光

諫早東高等学校（長崎県）

72 ㈱東横イン

トラベル

大村城南高等学校(長崎県）

ホテル・ブライダル

博多女子高等学校（福岡県）

74 ホテルトラッド博多

ホテル・ブライダル

大分高等学校（大分県）

75 ㈱グローバルアリーナ

ホテル・ブライダル

東海大学付属福岡高等学校(福岡県）

76 ㈱ウエディング石川

ホテル・ブライダル

国見高等学校（長崎県）

77 ㈱ケイ・ウノ

ホテル・ブライダル

鹿児島城西高等学校（鹿児島県）

78

トラベル

八幡南高等学校(福岡県）

79 日本旅行サービス㈱（3名）

トラベル

伊万里商業高等学校（佐賀県）

80

トラベル

諫早商業高等学校（長崎県）

81 西鉄旅行㈱

トラベル

情報科学高等学校（大分県）

82 ㈱農協観光

トラベル

九州産業大学付属九州高等学校(福岡県）

観

83 イワサキコーポレーション㈱

鉄道

明桜館高等学校（鹿児島県）

光

84 宮崎交通（株）(旅行会社）

トラベル

宮崎学園高等学校(宮崎県）

85

ホテル・ブライダル

飯塚高等学校(福岡県）

ホテル・ブライダル

福岡常葉高等学校(福岡県）

87 エムケイ㈱

トラベル

福岡講倫館高等学校(福岡県）

88 新門司フェリーサービス㈱

トラベル

水産高等学校(福岡県）

89 ㈱シティラインサービス

トラベル

島原商業高等学校（長崎県）

73 ホテルマイステイズ福岡天神

ブ
ラ
イ
ダ
ル

86

ニッポンレンタカー九州㈱

***ホテル・ブライダル・旅行・鉄道・航空業界の専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ***

（株）マイステイズ・ホテル・マネジメント

〒810-0014 福岡市中央区平尾1-13- 32
ホームページ ibc.ac.jp フリーダイヤル 0120-417-593

就職率100％ 業界就職率97.8％
業界

２０２０年３月卒業生

就職先一覧

就 職 先 （配属先・企業名）

番号

2020年3月 13日時点
在籍学科

出 身 校

90

エアライン

加治木高等学校（鹿児島県）

91

エアライン

九州産業大学付属九州高等学校（福岡県）

92

エアライン

玄界高等学校（福岡県）

93

エアライン

富島高等学校（宮崎県）

エアライン

福岡女子高等学校（福岡県）

95

エアライン

福岡女子高等学校（福岡県）

96

エアライン

福岡西陵高等学校（福岡県）

97

エアライン

福岡講倫館高等学校(福岡県）

トラベル

若松高等学校(福岡県）

エアライン

東福岡高等学校(福岡県）

エアライン

第一高等学校（熊本県）

エアライン

佐賀東高等学校（佐賀県）

エアライン

福岡女子商業高等学校（福岡県）

エアライン

柳川高等学校（福岡県）

エアライン

杵島商業高等学校（佐賀県）

エアライン

大分西高等学校（大分県）

エアライン

鹿児島純心女子高等学校（鹿児島県）

エアライン

竹田高等学校（大分県）

エアライン

純真高等学校(福岡県）

エアライン

福岡魁誠高等学校(福岡県）

エアライン

福島高等学校(福岡県）

エアライン

諫早商業高等学校（長崎県）

エアライン

東海大学付属福岡高等学校(福岡県）

エアライン

阿蘇中央高等学校阿蘇校舎（熊本県）

エアライン

大口明光学園高等学校（鹿児島県）

115 熊本空港ジェットスターグランドスタッフ

エアライン

尚絅高等学校（熊本県）

116

エアライン

野田学園高等学校(山口県）

エアライン

中村学園三陽高等学校(福岡県）

エアライン

大分東明高等学校（大分県）

エアライン

博多工業高等学校(福岡県）

エアライン

米子南高等学校（鳥取県）

エアライン

大分東明高等学校（大分県）

94

福岡空港ANAグランドスタッフ

98 羽田空港ANAグランドハンドリング
99 成田空港ANAグランドハンドリング
100 成田空港ANAグランドスタッフ

ＡＮＡ福岡空港㈱（8名）

ＡＮＡエアポートサービス㈱
ＡＮＡ成田エアポートサービス㈱
ＡＮＡ成田エアポートサービス㈱

101
102 関西空港ANAグランドスタッフ

ＡＮＡ大阪空港㈱

103
104 佐賀空港ANAグランドスタッフ
105 羽田空港JALグランドスタッフ
106 福岡空港JALグランドスタッフ
107 大分空港JALグランドスタッフ
108
109
110
111
112
113

那覇空港JALグランドスタッフ

福岡空港ジェットスターグランドスタッフ

119 福岡空港スカイマークグランドハンドリング

航 120 福岡空港フジドリームエアラインズグランドスタッフ
空 122

西鉄エアサービス㈱（8名）

福岡空港JALグランドハンドリング

118 福岡空港スカイマークグランドスタッフ

121

ＪＡＬスカイエアポート沖縄株式会社（２名）

福岡空港国際線グランドスタッフ

114 山口宇部空港JALグランドスタッフ

117

㈱ＡＮＡエアサービス佐賀
㈱ＪＡＬスカイ
㈱ＪＡＬスカイ九州
㈱ＪＡＬスカイ九州

福岡空港国際線グランドスタッフ

123 羽田空港グランドスタッフ

スカイマーク㈱(2名）
㈱エスエーエス
アシアナスタッフサービス㈱（2名）
ＣＫＴＳ㈱

エアライン
エアライン

嬉野高等学校（佐賀県）

エアライン

浮羽究真館高等学校(福岡県）

エアライン

北稜高等学校（熊本県）

エアライン

富島高等学校(宮崎県）

127

エアライン

中村学園三陽高等学校（福岡県）

128

エアライン

星琳高等学校（福岡県）

エアライン

福岡常葉高等学校（福岡県）

エアライン

波佐見高等学校（長崎県）

エアライン

北九州高等学校(福岡県）

132

エアライン

曽於高等学校（鹿児島県）

133

エアライン

筑紫台高等学校（福岡県）

134

エアライン

福岡講倫館高等学校（福岡県）

エアライン

有明高等学校（熊本県）

136

エアライン

福岡工業大学附属城東高等学校（福岡県）

137

エアライン

福岡工業大学附属城東高等学校（福岡県）

138 成田空港JALグランドハンドリング

エアライン

翔陽高等学校（熊本県）

139

エアライン

太宰府高等学校(福岡県）

エアライン

中村学園三陽高等学校(福岡県）

エアライン

福岡女子高等学校（福岡県）

エアライン

浮羽究真館高等学校(福岡県）

エアライン

佐賀清和高等学校

トラベル

福岡海星女子学院高等学校（福岡県）

エアライン

延岡商業高等学校(宮崎県）

エアライン

佐賀東高等学校（佐賀県）

エアライン

大口高等学校（鹿児島県）

エアライン

出水中央高等学校（鹿児島県）

夜間総合観光

須恵高等学校(福岡県）

トラベル

折尾愛真高等学校（福岡県）

鉄道

福岡常葉高等学校(福岡県）

夜間総合観光

唐津商業高等学校（佐賀県）

153

鉄道

加治木工業高等学校（鹿児島県）

154

鉄道

海星高等学校（長崎県）

鉄道

門司大翔館高等学校(福岡県）

156

鉄道

瓊浦高等学校（長崎県）

157

トラベル

九州産業大学付属九州産業高等学校(福岡県）

トラベル

高卒認定

159

鉄道

香椎高等学校(福岡県）

160

鉄道

香椎工業高等学校(福岡県）

161

鉄道

立花高等学校(福岡県）

鉄道

唐津西高等学校（佐賀県）

163

鉄道

精道三川台高等学校(長崎県）

164

鉄道

福岡常葉高等学校（福岡県）

165

鉄道

柳井商工高等学校(山口県）

鉄道

宇部中央高等学校(山口県）

鉄道

屋久島おおぞら高等学校(福岡県）

鉄道

熊本信愛女学院高等学校（熊本県）

鉄道

藤蔭高等学校（大分県）

鉄道

折尾高等学校（福岡県）

鉄道

錦江湾高等学校（鹿児島県）

鉄道

国分中央高等学校（鹿児島県）

夜間総合観光

豊北高等学校(山口県）

174 日本貨物鉄道㈱(運輸職）

鉄道

鹿児島中央高等学校(鹿児島県)

175 筑豊電気鉄道㈱(運輸職）

鉄道

福岡常葉高等学校(福岡県）

176

鉄道

三井高等学校(福岡県）

鉄道

三潴高等学校(福岡県）

178 平成筑豊鉄道

鉄道

直方高等学校（福岡県）

179 南阿蘇鉄道㈱(運輸職）

鉄道

天草工業高等学校（熊本県）

180 くま川鉄道㈱(運輸職）

鉄道

南稜高等学校（熊本県）

181 肥薩おれんじ鉄道㈱(運輸職）

鉄道

鹿児島南高等学校（鹿児島県）

182

鉄道

九州産業大学付属九州産業高等学校(福岡県）

鉄道

由布高等学校（大分県）

184 京三電設工業㈱

鉄道

中村学園三陽高等学校（福岡県）

185 広成建設（株）

鉄道

熊本工業高等学校（熊本県）

186 POLA ビューティーKOTO

ホテル・ブライダル

玄洋高等学校（福岡県）

ホテル・ブライダル

小倉商業高等学校（福岡県）

エアライン

明桜館高等学校(鹿児島）

ホテル・ブライダル

八幡中央高等学校(福岡県）

124
125

熊本空港ANAグランドスタッフ

126 宮崎空港ANAグランドスタッフ

129

福岡空港ANAグランドハンドリング

九州産交ツーリズム㈱（2名）
宮崎交通㈱

ＡＮＡ福岡空港㈱（4名）

130
131 羽田空港JALグランドハンドリング

135

福岡空港JALグランドハンドリング

㈱ＪＡＬグランドサービス

㈱ＪＡＬグランドサービス九州（6名）

福岡空港JALエアカーゴスタッフ

㈱JALカーゴサービス九州（2名）

141 羽田空港国際線エアカーゴスタッフ

東京国際エアカーゴターミナル㈱
㈱インテックス
羽田空港グローバルサービス㈱
羽田エアポートエンタープライズ

140

142 成田空港JALグランドハンドリング
143 羽田空港ANAグランドハンドリング
144 羽田空港
145
146
147
148
149
150

成田空港羽田空港ANAラウンジスタッフ
関西空港ANAグランドハンドリング
羽田空港セキュリティースタッフ

151 福岡空港セキュリティースタッフ
152 福岡空港

155 西鉄電車(運輸職）

158 JR九州駅係員

162

166

JR九州駅係員

JR西日本駅係員

167 JR四国(運輸職）

ＡＮＡスカイビルサービス株式会社(2名)
（株）ヒラノ・スカイ・サポート（２名）
㈱ジェイ・エス・エス（２名）
㈱にしけい
株式会社エイジェック

西日本鉄道㈱（5名）

九州旅客鉄道株式会社熊本支社

ＪＲ九州サービスサポート㈱（6名）

㈱ＪＲ西日本交通サービス（2名）
四国旅客鉄道㈱

鉄 168
169 阪急電鉄㈱（3名）(運輸職）

道 170
171 東京都交通局
172
173

177

183

JR西日本新幹線パーサー

甘木鉄道㈱(運輸職）(2名）

高松琴平電気鉄道（株）(運輸職）（2名)

そ 187 （株）アルビオン
の
他 188 松尾歯科クリニック
189 ㈱武田メガネ

***ホテル・ブライダル・旅行・鉄道・航空業界の専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ***

（一財）東京都営交通協力会
㈱ジェイアール西日本フードサービスネット(2名)

〒810-0014 福岡市中央区平尾1-13- 32
ホームページ ibc.ac.jp フリーダイヤル 0120-417-593

