
参加日 参加時間 番号 企業名 業種 事業内容 新卒 第２新卒 中途 留学生

10:00～10:30 1 株式会社ケアリング 医療、福祉 訪問介護、デイサービス等高齢者介護事業 ● ● ● ●

10:30～11:00 2 株式会社ワークス 製造業 精密微細部品の製造 ● ●

11:00～11:30 3 株式会社すこやか工房 卸売・小売業 健康食品などを取り扱う通信販売業 ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社ナフコ 卸売・小売業 ホームセンター、家具での販売事業 ● ●

13:00～13:30 5 株式会社エイジェック サービス業 雇用開発・人材開発・事業開発 ● ● ●

13:30～14:00 6 株式会社キシヤ 卸売・小売業 医療機器・福祉用具の卸販売 ●

14:00～14:30 7 株式会社システムニシツウ 情報通信業 ソフトウェア開発・ITインフラ構築 ● ● ●

14:30～15:00 8 ベストパートナー株式会社　 情報通信業 ITシステムサポート業 ● ● ●

15:00～15:30 9 社会福祉法人創生会 医療、福祉 高齢者施設の運営等 ● ● ●

15:30～16:00 10 イシダ産機株式会社 卸売・小売業 精密機器の販売・メンテナンス ● ●

16:00～16:30 11 株式会社Enjoy Life Company 情報通信業 QTnetアライアンス事業 ● ● ●

16:30～17:00 12 株式会社シーディア 製造業 エンジニアリング,ソリューション事業 ● ● ●

10:00～10:30 1 株式会社ニシヒロ 運輸・郵便業 運送業・倉庫業 ● ● ●

10:30～11:00 2 ラックデザイン株式会社 製造業 配管加熱ﾋｰﾀとﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ事業 ● ● ● ●

11:00～11:30 3 株式会社アステア　 製造業 自動車部品製造業 ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社エヌ．エフ．テイ 製造業 半導体封止用金型及び装置の設計・製造 ● ● ●

13:00～13:30 5 株式会社ヒラテ技研 専門技術サービス業設計開発（システム、機械、電気電子、建築） ● ● ● ●

13:30～14:00 6 管清工業株式会社　九州支店 建設業 下水道維持管理業 ●

14:00～14:30 7 株式会社アスパーク その他 自社開発・電気自動車の自社開発 ● ● ● ●

14:30～15:00 8 双葉工業株式会社 建設業 交通安全施設業 ● ● ●

15:00～15:30 9 日伸産業株式会社 卸売・小売業 産業資材の販売業 ● ● ● ●

15:30～16:00 10 株式会社エイエイエス 情報通信業 ソフトウェア開発 ● ● ●

16:00～16:30 11
ユーラスグループ
（㈱村上精機工作所・ユーラステクノ
㈱）

製造業・卸売業 電気機械器具製造業(㈱村上精機工作所)、機械商社(ユーラステクノ㈱) ● ●

16:30～17:00 12 社会福祉法人 福岡障害者支援センター 医療、福祉 知的障がい者の自立支援、知的障がい児の療育 ● ● ●

10:00～10:30 1 株式会社テシマ工業 建設業 総合建設業 ● ● ●

10:30～11:00 2 社会福祉法人福智会 医療、福祉 高齢者介護 ● ● ●

11:00～11:30 3 社会福祉法人仁風会 医療、福祉 社会福祉 ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社ハヤカワコーポレーション 卸売・小売業 水道資材及び住宅資材の販売 ● ●

13:00～13:30 5 久留米印刷株式会社 製造業 伝票・帳票印刷商品の製造販売 ● ● ●

13:30～14:00 6 社会福祉法人　はるかぜ福祉会 医療、福祉 総合支援法に基づく福祉サービスの提供 ● ● ●

14:00～14:30 7 株式会社くじらシステム開発 情報通信業 システムの設計・開発・販売/HPの制作 ● ● ●

14:30～15:00 8 株式会社グリーム 情報通信業 医療用パッケージソフト開発販売 ● ● ●

15:00～15:30 9 有限会社　いきいきリハビリケア 医療、福祉 通所介護、児童発達支援、放課後デイ等 ● ● ●

15:30～16:00 10 株式会社サンテック 製造業 金型・自動機・キャリアテープ設計製造 ● ● ●

16:00～16:30 11 株式会社アプリップリ 情報通信業 アプリ開発、システム構築、WEB制作など ● ●

16:30～17:00 12 株式会社コスモプラス 卸売・小売業 健康食品・無添加食品等の卸及び直販 ● ● ●

10:00～10:30 1 ロジカル・アーツ株式会社　福岡営業所 情報通信業 ソフトウェア開発・クラウドインテグレーション ● ● ●

10:30～11:00 2 日本ビルケア株式会社 建設業 建造物の外壁改修・補修工事業 ● ●

11:00～11:30 3 三角商事株式会社　ルミエール 卸売・小売業 食料品・日用品等のディスカウント販売 ● ● ●

11:30～12:00 4 クラウン製パン株式会社 製造業 パン製造販売 ● ● ●

13:00～13:30 5 北九州第一交通株式会社 運輸・郵便業 タクシー事業 ● ● ● ●

13:30～14:00 6 株式会社　芳野ケアサポート 医療、福祉 通所介護・訪問介護・居宅介護支援・放課後等デイサービス、児童発達支援 ● ● ● ●

14:00～14:30 7 社会福祉法人　三井福祉会 医療、福祉 高齢者の日常生活の支援 ● ● ●

14:30～15:00 8 福博綜合印刷株式会社  メディアプロデュース本部 製造業 広告代理業全般 ● ●

15:00～15:30 9 ブリッジインターナショナル株式会社 その他 ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ･ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞほか ● ● ●

15:30～16:00 10 社会福祉法人　宏志会 医療、福祉 高齢者介護支援 ● ● ●

16:00～16:30 11 ふくおかよかとこ移住相談センター 公務 福岡県への移住・就職相談窓口 - - - -
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【１月２５日～１月２８日開催】ＷＥＢ合同会社説明会　参加企業リスト

1月25日

1月26日

1月27日

1月28日



① ② ① ② ① ②

③ ④ ③ ④ ③ ④

① ② ① ② ① ②

③ ④ ③ ④ ③ ④

① ② ① ② ① ②

③ ④ ③ ④ ③ ④

① ② ① ② ① ②

③ ④ ③ ④ ③ ④

福岡デザインセンター(福岡市早良区百道浜)

募集職種
営業 技術

募集職種
営業 設定

企業ＰＲ

食品工場などで活躍する計量機や品質管理を行う検査機器等を取り扱ってお
り、活躍の場は食品以外に医薬品など幅広くございます。製品知識など難しいこ
とは入社後の研修で学べるので安心してください。詳細は会社説明会でお伝えし
ます！

企業ＰＲ
社員が元気で明るく楽しい職場で、社員同士で切磋琢磨し合い自分の成長がで
きる会社です。当社が大事にしているのは「やる気」と「意欲」です。どうすれば売
上目標を達成できるのか自ら率先して考え、挑戦してくれる方を募集します。

企業ＰＲ

勤務地 福岡本社(数年後他県の営業所へ異動/宮崎、鹿児島、熊本) 勤務地 福岡本社・鹿児島支社 勤務地

連絡先 092-982-8100 採用区分

募集職種

新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-836-9188　石川採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-582-5711 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

開発

設立年月日 平成27年5月15日 従業員数 192名(うち女性27名) 設立年月日 平成16年5月1日従業員数 27名 設立年月日 昭和45年4月 従業員数 25人

ＵＲＬ https://www.enjoy-life.co.jp/ 本社所在地 東京都千代田区丸の内1丁目6−5 ＵＲＬ https://seedea.asia/本社所在地 福岡市南区井尻2丁目32番21号 ＵＲＬ http://www.ishidasanki.com/ 本社所在地 福岡県福岡市中央区天神4-8-25オフィスニューガイアNIKKO天神201　

業種 情報通信業 事業内容 エンジニアリング,ソリューション事業 業種 製造業,情報通信業事業内容 精密機器の販売・メンテナンス 業種 商社 事業内容 QTnetアライアンス事業

１０　イシダ産機株式会社 1５時３０分～ １１　株式会社EnjoyLifeCompany 1６時００分～ １２　株式会社シーディア 1６時３０分～

企業ＰＲ
得意分野はソフトウェアの開発・カスタマイズですが、基盤系を含むシステム全
体の設計・構築から運用までをワンストップで行う技術力を持っています。
ＩＴに係るいろいろなスキルを身につけることができます。

企業ＰＲ
ITに関わるユーザーサポートの需要はますます高まっています。資
格もしっかり勉強して取得してもらいますので初心者でも安心です。IT
に興味を持っている若者は是非とも入社をお待ちいています。

企業ＰＲ

運営４８年の豊富な経験と知識でご利用者様はもちろん、職員も安心して働いていただける環境となっ
ております。
【介護】無資格・未経験の方大歓迎！！資格取得支援制度を利用してスキルアップが可能です！！
　　　　＊＊＊　社員寮完備　＊＊＊　産休・育休取得率高　＊＊＊　詳しい内容は説明会にて　＊＊
＊

勤務地 本社（福岡市）・熊本支店（熊本市）・東京支店（首都圏内） 勤務地 西日本事業所（福岡市博多区） 勤務地 福岡市内（東区・西区・中央区・博多区）、春日市

募集職種
介護員（または訪問介護員） 介護支援専門員

看護師（正・准） 管理栄養士・栄養士
募集職種

システムエンジニア インフラエンジニア
募集職種

ITテクニカルサポーター

連絡先 06-6377-4520（本社） 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-607-1211
赤時（あかじ）採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-525-6780　清元 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1997/7/1（24期目） 従業員数 １７２５名 設立年月日 昭和４７年４月従業員数 １４２名（うち女性　１５名） 設立年月日 昭和59年8月1日 従業員数 35人（うち女性8人）

ＵＲＬ https://www.bestpartner.co.jp 本社所在地 福岡市東区雁ノ巣1丁目7-25 ＵＲＬ http://www.souseikai.or.jp/本社所在地 福岡市南区大楠1丁目５－２－２F ＵＲＬ https://www.s-nishitsu.co.jp/ 本社所在地 大阪府大阪市北区本庄東1-1-10

業種 IT 事業内容 高齢者施設の運営等 業種 福祉事業内容 ソフトウェア開発・ITインフラ構築 業種 情報サービス 事業内容 ITシステムサポート業

７　株式会社システムニシツウ 1４時００分～ ８　ベストパートナー株式会社 1４時３０分～ ９　社会福祉法人　創生会 1５時００分～

企業ＰＲ
「お客様満足度100％」の経営理念を旨に、地域のお客様と触れ合い、コミュニ
ケーションを大事にしています。お店でも常に協力しながら、明るく楽しく伸び伸
びと力を発揮しています。

企業ＰＲ

弊社は全国73拠点にて事業を展開。建設・製造・ＩＴ・行政・金融・医療福祉・教育
など多岐に渡ります。厚生労働省認定の訓練校51校を運営しており研修は充実
しています。アットホームな雰囲気で社員ファーストの文化です。お気軽にご参加
ください。

企業ＰＲ

勤務地 福岡県を含む各店舗 勤務地 福岡、熊本、佐賀、長崎　各県内（希望を優先します） 勤務地 本社(福岡市東区松島１－４１－２１)

募集職種
管理事務職(総務)

募集職種
総合職

募集職種
設計開発/評価/運用（機械・電気・ＩＴ系） 製造（生産自動化サポート・オペレータ）

連絡先 092-272-2300　伊集院 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-510-1000　土井採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 ０９３－５２１－５１５５ 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 平成13年9月26日 従業員数 ８２５人(うち女性３６７人) 設立年月日 昭和43年6月1日従業員数
1,418名（他、臨時雇用者数：約5,818名） ※2020年
3月末現在 設立年月日 １９４７年 従業員数 15,600名（内女性社員6,200名）

ＵＲＬ https://www.agekke.co.jp/ 本社所在地 福岡市東区松島1-41-21 ＵＲＬ http://www/kishiya.co.jp本社所在地 福岡県北九州市小倉北区魚町２－２１－３０ ＵＲＬ http://www.nafco.biz/recruit/ 本社所在地 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル

業種 人材総合サービス業 事業内容 医療機器・福祉用具の卸販売 業種 卸売業事業内容 ホームセンター、家具での販売事業 業種 小売業 事業内容 雇用開発・人材開発・事業開発

４　株式会社ナフコ 1１時３０分～ ５　株式会社エイジェック 1３時００分～ ６　株式会社キシヤ　<総合医療商社> 1３時３０分～

企業ＰＲ
介護が好きな仲間が集まって設立した会社です。利用者様に「心から満足してい
ただけるサービス」をモットーにみんなで明るく楽しく、そして仲良く頑張っていま
す。あなたも一緒に働きませんか？

企業ＰＲ

ワークスは、福利厚生が充実し、アットホームな雰囲気でとても働きやすいです。
また、多くの若手が活躍しており、スキルアップの機会が多いため働きがいがあ
ります。工場見学も行っているのでご興味のある方はぜひ一度きてみてくださ
い。

企業ＰＲ
すこやか工房には目標に向かい誇りを持って働く「輝く大人」がいます。「僕・私が
いないといけない会社」で「自分の成長＝会社の成長」を実感しながら、自分たちで
会社の未来を創っていく。やりがいを持って一緒に働きませんか？

勤務地 福岡県内の事業所（福岡市博多区・東区・城南区・西区、北九州市八幡西区） 勤務地 本社所在地と同じ 勤務地 福岡県福岡市博多区冷泉町9-26

募集職種
事業戦略室(商品企画、販売促進企画）

顧客戦略室
(CSセンター※ｺｰﾙｾﾝﾀｰ企画）

介護支援専門員 サービス提供責任者 顧客戦略室（管理※物流に関する企画）  経営企画室(人事、総務、経理、広報)
募集職種

介護職員 看護職員
募集職種

製造職 事務職

連絡先 093-291-1778 高下 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 saiyo@sukoyaka.co.jp 境採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-642-7888 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 平成3年4月23日 従業員数 33名（うち女性28名） 設立年月日 1999.4.2従業員数 330名 設立年月日 平成12年11月29日 従業員数 54人（うち女性19人）

福岡県福岡市博多区冷泉町9-26 ＵＲＬ https://corp.sukoyaka.co.jp本社所在地 福岡市博多区千代3-6-3千代大学通2階 ＵＲＬ https://www.caring.jp 本社所在地 福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津1445-1

【１月２５日～１月２８日開催】福岡県ＷＥＢ合同会社説明会　１月２５日参加企業リスト

１　株式会社ケアリング １０時００分～ ２　株式会社 ワークス 1０時３０分～ ３　株式会社すこやか工房 1１時００分～

主にパソコン,携帯電話,自動車等の電化製品に使われているIC(半導体)の設計開発を
行っています。未経験でも先輩社員が1から教えます。多くのプロジェクトはまだ世の中
にない未知の製品開発です。日本の未来を一緒に造っていきませんか？

今回募集する職種は総務です。総務の仕事は、施設管理／機器・備品管理／環
境整備／社内行事の運営／福利厚生業務／コンプライアンス・BCP体制の運営／
九州各県事業所の巡視(車移動)／倉庫管理　など多岐にわたります。

業種 製造業 事業内容 健康食品などを取り扱う通信販売業 業種 小売業事業内容 訪問介護、デイサービス等高齢者介護事業 業種 高齢者福祉 事業内容 精密微細部品の製造

ＵＲＬ http://wks-co.com 本社所在地

https://www.enjoy-life.co.jp/
https://seedea.asia/
http://www.ishidasanki.com/
https://www.bestpartner.co.jp/
http://www.souseikai.or.jp/
https://www.s-nishitsu.co.jp/
https://www.agekke.co.jp/
http://www.nafco.biz/recruit/
mailto:saiyo@sukoyaka.co.jp%20境
https://corp.sukoyaka.co.jp/
https://www.caring.jp/
http://wks-co.com/
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https://www.nft-g.co.jp/
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新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-738-3312 栗山

設立年月日 昭和30年6月 従業員数 120名（パート職員含む） 設立年月日

地域の中でより自分らしく。幼児期から成人期まで、知的障がいのある方の暮らしを支える仕組
みを整えています。充実したサポート体制により、未経験からスタートした職員も多く活躍中で
す。来年度の新規事業所開設に向け、積極的に採用活動中！

勤務地 主に福岡市内 勤務地 北九州市八幡西区（営業は東京・大阪・名古屋・北九州） 勤務地 福岡市内各事業所（おおほり苑・つくし学園・くれふる、ヘルパーステーションおおほり、児童発達支援センターこだま）

募集職種
技術職 営業職 支援員 ホームヘルパー

保育士・児童指導員

企業ＰＲ
福岡本社の立ち上げに伴い一緒に働ける方を探しています。
しばらくは顧客、ベンダ先への常駐支援を想定しておりますが、
将来的に自社執務室にてのシステム開発、構築も検討しております。

企業ＰＲ
当グループは、振動技術及びマグネット技術の専門メーカーです。振動モータ、産業用ブレーキのトップメー
カーとしての地位を確立しています。私たちは社員がそれぞれの可能性を発見し、成長していけるような会社づ
くりを目指しています。ぜひ、当グループで思い切り自分の力を試してみませんか？

企業ＰＲ

連絡先 093-601-1037
草場・野下 採用区分

募集職種
クラウド基盤SE 事務系総合職

募集職種
アプリケーション開発SE 自動化SE

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 080-1391-1604　宮崎 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

平成11年10月4日従業員数 166人 設立年月日 平成10年11月2日 従業員数 約１４０名（２社合計）

ＵＲＬ https://www.murakami-seiki.co.jp 本社所在地 福岡市中央区鳥飼2-4-16 ＵＲＬ http://fukuoka-ssc.or.jp/本社所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前3-14-22 ｻｳﾞｫｲｸﾞﾗﾝﾃﾞｳﾞｨﾙ11F ＵＲＬ http://www.aasc.co.jp/index.html 本社所在地 福岡県北九州市八幡西区洞北町1-1

業種 製造業・卸売業 事業内容 知的障がい者の自立支援、知的障がい児の療育 業種 社会福祉事業内容 ソフトウェア開発 業種 情報通信業 事業内容 電気機械器具製造業(㈱村上精機工作所)、機械商社(ユーラステクノ㈱)

１０　株式会社エイエイエス 1５時３０分～ １１　ユーラスグループ（㈱村上精機工作所・ユーラステクノ㈱） 1６時００分～ １１　社会福祉法人　福岡障害者支援センター 1６時３０分～

企業ＰＲ

「個人に光をあてた組織を構築する」という思いで、ものづくりを軸に事業展開し
社員数、拠点共に大きく成長してまいりました。
世界一のヒューマンカンパニーへと飛躍するため社会が求めるニーズを的確にとらえ、
貪欲かつアグレッシブに「新しい価値の創造」を達成すべく失敗を怖れずに挑戦し続けます。

企業ＰＲ
命を守るガードレール、道路標識、路面標示、高速道路の遮音壁の設置・施工
管理を手がけ、地元福岡県をはじめ、広く社会に貢献しています。「褒められる
機会が多い職場」です。皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

企業ＰＲ
創業86年目を迎え、100周年を目指しています。AIなど新しいことにもチャレンジし
つつ地元に密着した提案型の営業をしています。日本のモノづくりをする産業のサ
ポートを一緒にしませんか？

勤務地 ①福岡県　　②全国 勤務地 福岡市博多区 勤務地 営業職:福岡市・北九州市・長崎市・鹿児島市・出水市・対馬市・五島市・沖縄/他福岡市

募集職種
営業 営業事務

募集職種
開発職(機械・電気・IT・化学) 人材コンサルタント

募集職種
現場施工・管理

連絡先 092-504-5005
（採用担当：ホシコ） 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-721-4611　姫野採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-741-0111 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 昭和56年4月24日 従業員数 52人(うち女性13人) 設立年月日 昭和44年7月1日従業員数 3000名 設立年月日 平成17年10月1日 従業員数 21名

ＵＲＬ https://www.futaba-k.com/recruit/ 本社所在地 福岡市中央区港3丁目1-58 ＵＲＬ https://www.nissin-rope.jp/本社所在地 大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー10F ＵＲＬ https://www.aspark.co.jp/ 本社所在地 福岡市博多区金の隈2-1-30

業種 建設業 事業内容 産業資材の販売業 業種 卸売業事業内容 自社開発・電気自動車の自社開発 業種 メーカー 事業内容 交通安全施設業

7　株式会社アスパーク 1４時００分～ ８　双葉工業株式会社 1４時３０分～ ９　日伸産業株式会社 1５時００分～

企業ＰＲ

半導体製造には欠かせない金型・装置を設計・製造している会社です。弊社の
製品そのものは一般に流通するものではありませんが、NFTの技術は皆さまの
日々の暮らしに活かされております。わたし達と一緒に社会貢献の一翼を担いま
せんか。

企業ＰＲ

エンジニアに必要な4大基礎体力として、日本語力、計算力、専門知識、論理的
思考力を掲げ、人間力と技術力の向上に取り組んでいます。福利厚生の充実も
図り、長く安心して働ける職場づくりも強化。エンジニアとして理想のキャリアを築
いていける環境が整っています。

企業ＰＲ

当社は下水道のエッセンシャルワーカーです。生活されているすべての方の役に立つ仕
事です。下水道のメンテナンスを実施しているからこそ、トイレ、お風呂、流し、洗面等、
水を使用する生活が安心してできております。　当社の業務は社会貢献活動に非常に
貢献しており、人々の役に立ちたいとお考えの方はぜひご応募ください。

勤務地 本社所在地と同じ 勤務地 福岡、愛知、静岡、東京、滋賀 勤務地 九州支店（福岡市博多区那珂５－３－１３）

募集職種
現場施工職（中途）

募集職種
電気設計 装置設計

募集職種
システムエンジニア 機械設計エンジニア

連絡先 092-477-9811　國廣 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-451-3991　立野採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-921-1525　大塚 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1967年2月 従業員数 504名（うち女性102人） 設立年月日 昭和37年10月4日従業員数 94名（うち女性14名） 設立年月日 昭和61年8月1日 従業員数 390名（うち女性55名）

ＵＲＬ http://www.hirate.com 本社所在地 東京都世田谷区上用賀1-7-3 ＵＲＬ https://www.kansei-pipe.co.jp/本社所在地 福岡県太宰府市水城1-11-11 ＵＲＬ 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦1-6-5名古屋錦シティビル9F

業種 専門技術サービス業 事業内容 下水道維持管理業 業種 建設業事業内容 半導体封止用金型及び装置の設計・製造 業種 製造業 事業内容 設計開発（システム、機械、電気電子、建築）

４　株式会社エヌ．エフ．テイ 1１時００分～ ５　株式会社ヒラテ技研 1３時００分～ ６　管清工業株式会社　九州支店 1３時３０分～

企業ＰＲ

福岡市に本社を置き、全国13ヵ所に営業所を持つ運送会社です。
今年で54年目を迎えますが、今話題の「SDGs」の導入や外国人採用・女性ドライ
バーの積極採用など、新しい時代に向けて常に「チャレンジ」することをモットー
にしています。

企業ＰＲ
人の成長が、会社の成長。「自発的創造」を大切にして、ものづくりに
日々励んでいる会社です。若い人の頑張りに期待しています。

企業ＰＲ
当社は、自動車関連を主とする総合部品メーカーです。高い技術に裏付けられた
開発力で積極的にカーメーカーへの提案を行い、単なるサプライヤーにとどまらず
その存在感を発揮して、厳しい時代の中でも安定した経営を図っています。

勤務地 福岡市内 勤務地 福岡県みやま市瀬高町上庄７５９－１ 勤務地 弊社 九州工場（福岡県行橋市大字稲童1173-1）

募集職種
品質管理 生産管理

設備保全
募集職種

営業職
募集職種

設計・開発 製造

平成15年10月1日従業員数 171名 設立年月日 昭和42年2月21日 従業員数 7

連絡先 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0866-93-2323　大月採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-691-6117　林 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

ＵＲＬ本社所在地 福岡市東区蒲田2丁目38-20 ＵＲＬ http://www.2416.jp/ 本社所在地 福岡県みやま市瀬高町上庄７５９－１

設立年月日 平成28年2月3日 従業員数 ６３０名 設立年月日

https://asteer.co.jp

【１月２５日～１月２８日開催】福岡県ＷＥＢ合同会社説明会　１月２６日参加企業リスト

１　株式会社ニシヒロ 1０時００分～ ２　ラックデザイン株式会社 1０時３０分～ ３　株式会社アステア　 1１時００分～

業種 製造業 事業内容 自動車部品製造業 業種 製造業事業内容 運送業・倉庫業 業種 運送業 事業内容 配管加熱ﾋｰﾀとﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ事業

ＵＲＬ https://jp.luckdesign.jp/ 本社所在地 岡山県総社市真壁1597

https://www.murakami-seiki.co.jp/
http://fukuoka-ssc.or.jp/
http://www.aasc.co.jp/index.html
https://www.nissin-rope.jp/
http://www.hirate.com/
http://www.2416.jp/
https://asteer.co.jp/
https://jp.luckdesign.jp/
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【１月２５日～１月２８日開催】福岡県ＷＥＢ合同会社説明会　１月２７日参加企業リスト

１　株式会社 テシマ工業 1０時００分～ ２　社会福祉法人福智会 1０時３０分～ ３　社会福祉法人　仁風会 1１時００分～

業種 介護 事業内容 社会福祉 業種 高齢者福祉事業内容 総合建設業 業種 建設業 事業内容 高齢者介護

ＵＲＬ http://www.fukuchikai.jp/ 本社所在地 福岡県春日市塚原台３丁目１２９番 ＵＲＬ https://www.otogane.or.jp/kasuga本社所在地 福岡市早良区干隈6-5-1 ＵＲＬ http://www.tesima.co.jp 本社所在地 福岡県田川郡福智町弁城4193-28

設立年月日 昭和48年1月9日 従業員数 230名 設立年月日 昭和42年11月21日従業員数 29名(うち女性6名) 設立年月日 昭和40年5月8日 従業員数 96（うち女性45）

連絡先 0947-22-1434　永末 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-595-6060　石橋採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-874-3781 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 本社または福岡市内近郊 勤務地 特別養護老人ホーム福智園（本社所在地に同じ） 勤務地 かすがの郷（春日市塚原台３丁目１２９番）、他春日市、大野城市内の事業所

募集職種
介護職員

現場代理人(土木部) 調理員
募集職種

工務営業(保全部) 現場代理人補佐(建築部)
募集職種

介護職 理学療法士

４　株式会社ハヤカワコーポレーション 1１時３０分～ ５　久留米印刷株式会社 1３時００分～ ６　社会福祉法人　はるかぜ福祉会 1３時３０分～

企業ＰＲ
創業55年の地場老舗企業です。社員の半数が未経験者であり、会社で育ててい
く手法をとっています。無資格者であっても大歓迎です。自己成長できる環境で
す。是非飛び込んでみて下さい！

企業ＰＲ

設立４８年の県内でも有数の歴史ある社会福祉法人です。介護記録システム
Noticeの独自開発で話題になったり、新人のための教育制度チューター制度が
あります。子育て応援宣言企業表彰も受けたワークライフバランスの良い職場で
す。

企業ＰＲ
無資格・未経験の方でも大歓迎です。未経験の方でも丁寧に指導できる環境が
整っています。離職率も改善中！コロナ禍でも安定している業界。将来的にも安定
した業界でチャレンジしてみませんか。

業種 印刷業 事業内容 総合支援法に基づく福祉サービスの提供 業種 医療、福祉事業内容 水道資材及び住宅資材の販売 業種 卸売業 事業内容 伝票・帳票印刷商品の製造販売

ＵＲＬ http://www.kurume-insatsu.co.jp 本社所在地 春日市星見ヶ丘一丁目８番地 ＵＲＬ swc-harukaze.or.jp本社所在地 福岡県福岡市博多区豊１丁目９－４５ ＵＲＬ https://www.hayakawacorp.co.jp 本社所在地 福岡県八女郡広川町日吉548-25

設立年月日 1967年1月 従業員数 30人 設立年月日 平成25年3月8日従業員数 １００名 設立年月日 昭和25年5月12日 従業員数 170人

連絡先 0943-32-5511
総務部長田 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-558-1773採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 ０９２－４３１－１０５５　横山 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 福岡県福岡市・熊本県熊本市・佐賀県佐賀市・宮崎県宮崎市 勤務地 本社（八女郡）、福岡営業所（大野城）、久留米営業所、東京支店、大阪営業所 勤務地 春日市星見ヶ丘一丁目８番地

募集職種
生活支援員

募集職種
営業職

募集職種
営業職

７　株式会社くじらシステム開発 1４時００分～ ８　株式会社　グリーム 1４時３０分～ ９　有限会社　いきいきリハビリケア 1５時００分～

企業ＰＲ
住宅の水道から上下水道、排水に関わる環境問題まで私たちが生きて行く上で
無くてはならない「水」に関する物を取り扱う会社です。人と人とのつながりを大
切に、１００年以上発展する魅力のある会社を一緒に目指しましょう！

企業ＰＲ

領収書や契約申込書など、お客様の業務に欠かせない「伝票印刷」に特化した
事業を行っています。多種多様な業種の企業に提案を行える面白みのある仕事
です。
入社後しっかりと研修を行い、知識を身につけた上で営業活動をして頂きます。

企業ＰＲ 障がい者の日常生活（人としての根源的な営み）を支援することは、継続的な事業
です。景気に左右されることなく、働き続けることができます。

業種 ソフトウェア業 事業内容 通所介護、児童発達支援、放課後デイ等 業種 高齢者・障がい福祉事業内容 システムの設計・開発・販売/HPの制作 業種 IT・通信 事業内容 医療用パッケージソフト開発販売

ＵＲＬ https://www.gleam-kokura.co.jp/ 本社所在地 福岡県久留米市野中町329－1 ＵＲＬ https://recruit.iki2-k.com/本社所在地 福岡市博多区博多駅南2-1-5博多サンシティビル7F ＵＲＬ https://www.kuzilla.co.jp/ 本社所在地 北九州市小倉北区弁天町1-8

設立年月日 平成8年8月30日 従業員数 約180名 設立年月日 平成17年10月17日従業員数 8人（うち女性5名） 設立年月日 平成14年9月17日 従業員数 54

連絡先 093-583-1002　重延 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 080-5296-8553　木村採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-432-8555 佐々（さざ） 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 本社（博多） 勤務地 福岡県北九州市 勤務地 福岡県久留米市野中町329－1　他久留米３事業所、八女、筑後、福岡市。保育士・児童指導員は久留米津福本町

募集職種
介護スタッフ（無資格OK）

児童指導員
（社会福祉士・教員免許）

システムエンジニア UX/UIデザイナー 保育士
募集職種

プログラマー プロジェクトマネージャー
募集職種

営業

１０　 株式会社サンテック 1５時３０分～ １１　株式会社アプリップリ 1６時００分～ １２　株式会社コスモプラス 1６時３０分～

企業ＰＲ

派遣・常駐・下請け一切なし！当社ではヒアリング、開発から保守の全工程を行
うので、あなたの得意な分野を活かせます。又大学生アルバイトの受入れや子
ども達のプログラミング道場『CoderDojo博多』運営等、積極的に活動を行ってい
ます♬

企業ＰＲ
全国の医療現場で使用されるソフトを設計から販売、サポートまで全て一元管理
するメーカーとして、全国1,000施設以上と取引を重ねております。実際に使用さ
れる"お客様の顔"が見える会社です。

企業ＰＲ
人間関係大切にしています。各種スタッフ向けの3大イベント（花見・ボウリング、社内旅行等）も
あり、子育て理解支援（子供の体調不良や学校行事等）あり。子連れ出勤可能。将来役職を目
指したい方もそうでない方も働き方を選べます。

業種 情報通信業 事業内容 健康食品・無添加食品等の卸及び直販 業種 小売業事業内容 金型・自動機・キャリアテープ設計製造　 業種 製造業 事業内容 アプリ開発、システム構築、WEB制作など

ＵＲＬ https://fukuoka-it-saiyou.com 本社所在地 福岡市博多区博多駅前3丁目18-27-1 ＵＲＬ http://www.cosmoplus.co.jp本社所在地 福岡県鞍手郡鞍手町中山５５－３ ＵＲＬ http://www.santec-j.com/ 本社所在地 福岡県嘉麻市山野875-2

設立年月日 平成12年9月14日 従業員数 52人（うち女性20人） 設立年月日 平成1年11月15日従業員数 260名 設立年月日 1973年 3月 20日 従業員数 19人（うち女性8人）

新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-451-0625採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 h.sugiyama@santec-j.com 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

企業ＰＲ
福岡市と北九州市の中間にある鞍手町の企業です。技術には自信
が有ります。社宅が有りますので、遠隔地の方でも受け入れ可能で
す。

企業ＰＲ
福岡県嘉麻市とミャンマーにオフィスがございます。海外展開を視野に進め、
2020年にミャンマーへ子会社を設立いたしました。社風としては各自のスキルや
個性を生かしつつ、協力体制をとり目標へ向かっていくような職場です。

企業ＰＲ

連絡先 0948-42-1570
有田/松岡 採用区分

募集職種
総務 WEBコンサルタント

募集職種
PLC (ｼｰｹﾝｻ) プログラマー キャリアテープ製造作業者

勤務地 本社工場・京の上工場（福岡県鞍手郡鞍手町） 勤務地 福岡県嘉麻市山野875-2 勤務地 福岡市、北九州市、長崎市、佐世保市、大分市、熊本市、鹿児島市、広島市

2～3人のチームで各種イベントの企画・運営・販売を行ないます。チームで活動す
るので、みんなで一つの目標に向かって行動するのが好きな方に向いている仕事
です。向上心のある皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

募集職種
システムエンジニア 一般事務 総合職

http://www.fukuchikai.jp/
https://www.otogane.or.jp/kasuga
http://www.tesima.co.jp/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
https://www.gleam-kokura.co.jp/
https://recruit.iki2-k.com/
https://www.kuzilla.co.jp/
https://fukuoka-it-saiyou.com/
http://www.santec-j.com/
mailto:h.sugiyama@santec-j.com
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【１月２５日～１月２８日開催】福岡県ＷＥＢ合同会社説明会　１月２８日参加企業リスト

１　ロジカル・アーツ株式会社 1０時００分～ ２　日本ビルケア株式会社 1０時３０分～ ３　三角商事株式会社 1１時００分～

業種 建設業 事業内容 食料品・日用品等のディスカウント販売 業種 小売業事業内容 ソフトウェア開発・クラウドインテグレーション 業種 ITサービス業 事業内容 建造物の外壁改修・補修工事業

ＵＲＬ https://www.n-builcare-recruit.jp/本社所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27 ＵＲＬ http://lumiere-ds.com/本社所在地 大阪市中央区南本町2-3-8 KDX南本町ビル2F ＵＲＬ https://www.logical.co.jp/ 本社所在地 福岡県福岡市博多区神屋町4-5 KS神屋町ビル6階

設立年月日 平成13年8月1日 従業員数 1400人 設立年月日 昭和53年11月10日従業員数 ８０名 設立年月日 平成13年12月18日 従業員数 16名(うち女性5名)

連絡先 092‐263‐0060 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-919-5583　木本採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 070-2275-7720　徳永 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 勤務地 福岡県内 勤務地 福岡県内の各店舗

募集職種
総合職

募集職種
ITエンジニア

募集職種
施工管理

４　クラウン製パン株式会社 1１時３０分～ ５　北九州第一交通株式会社 1３時００分～ ６　株式会社 芳野ケアサポート 1３時３０分～

企業ＰＲ
SalesforceやAWSを中心としたクラウド事業を早期から推進し、クラウドインテグ
レーターとして着実に実績を築いてまいりました。2020年1月拠点展開した福岡
で、一緒にビジネスを創造していきましょう。

企業ＰＲ

建物の劣化状況を分析して、元通りに修復したり未来に残せる建物にしたり、福
岡の建物を美しく健康にしています。一緒に働く仲間を大切にして、みんなのた
めに働くことに価値観を持てる人、私達と一緒に福岡の街づくりの仕事に挑戦し
ませんか。

企業ＰＲ

お客様、社員、取引先、みんなが幸せになれるディスカウントストアでありたいと考
えています。利益をあげようとか、会社を大きくしようではなく、お客様にどのように
して喜んでいただこうか、取引先にどう役に立とうかということを一番に考える会社
です。

業種 旅客自動車運送業 事業内容 通所介護・訪問介護・居宅介護支援・放課後等デイサービス、児童発達支援 業種 介護事業事業内容 パン製造販売 業種 製造業・小売業 事業内容 タクシー事業

ＵＲＬ https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ 本社所在地 北九州市若松区浜町1丁目3-1 ＵＲＬ https://www.yoshino-care.com本社所在地 福岡県北九州市小倉北区泉台４－４－４１ ＵＲＬ http://crown-pan.co.jp 本社所在地 福岡県北九州市小倉北区下富野3-9-3

設立年月日 昭和35年 従業員数 126人（うち女性98人） 設立年月日 平成12年1月1日従業員数 ２００人 設立年月日 昭和23年8月1日 従業員数 1,000名（内女性100名）

連絡先 093-511-8850　江﨑 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 093-771-8282(事務課）採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 093-651-5559　森 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 北九州市 勤務地 福岡県内の事業所（北九州地区17事業所、福岡地区11事業所）から選択可能 勤務地 福岡県北九州市若松区内の事業所

募集職種
介護職 生活相談員

事務 配送 介護職 兼 栄養士
募集職種

製造 販売
募集職種

タクシードライバー

７　社会福祉法人　三井福祉会 1４時００分～ ８　福博綜合印刷株式会社  メディアプロデュース本部 1４時３０分～ ９　ブリッジインターナショナル株式会社 1５時００分～

企業ＰＲ

創業73年の中堅企業です。福岡県内の5市に学校給食を提供するほか、博多・池袋で有名な
ミニクロワッサン専門店「ミニヨン」を10店舗展開。また、アイスクリーム専門店「雪文」も２店舗
展開しています。コロナ禍の中でも順調に業績を伸ばしており、次世代を担う方を求めていま
す。

企業ＰＲ

全国34都道府県にタクシー事業を展開している「第一交通産業グループ」企業で
す。公共交通機関として地域密着の事業展開をしているので、やりがいを持って
働けること間違いなし！年齢や性別、経験問わず誰もが活躍できる職場環境と
なっています。

企業ＰＲ

業界未経験者や仕事とプライベートを両立中の職員が多数活躍しています。資格
取得支援制度あり！働きながらスキルアップすることが可能なので長く安心して勤
められる環境です。人と接することが好きな方、一緒に成長しませんか。

業種 製造業 事業内容 ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ･ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞほか 業種 各種ビジネスサービス事業内容 高齢者の日常生活の支援 業種 高齢者福祉事業 事業内容 広告代理業全般

ＵＲＬ https://www.fsp.co.jp/ 本社所在地 東京都世⽥⾕区若林1-18-10 みかみビル ＵＲＬ https://bridge-g.com/本社所在地 福岡県久留米市北野町鳥巣３６－１ ＵＲＬ http://www.houseien.net 本社所在地 福岡県福岡市博多区堅粕三丁目16番36号

設立年月日 昭和25年2月 従業員数 498名 (2020/9末) 設立年月日 2002年(平成14年)1月8日従業員数 180名 設立年月日 昭和５６年６月 従業員数 251名(平成31年4月現在、契約社員含む)

連絡先 092-475-8369　成富 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-791-4570採用担当採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 942783000 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 久留米市北野町内 勤務地 本社 勤務地 福岡事業所　（福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル）

募集職種
ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽ（法人営業）

相談員 看護師 WEBデザイナー WEBディレクター
募集職種

事務職員 介護職員
募集職種

営業職 営業事務職

１０　社会福祉法人　宏志会 1５時３０分～ １１　ふくおかよかとこ移住相談センター 1６時００分～

企業ＰＲ
（特）宝生園・やまかわノーリフティングケア（福岡県のモデル施設）実施中
週休２日制又は週休３日制を選択できます。
年次有給休暇取得率　平均９０%以上

企業ＰＲ
元気とチャレンジ精神があれば経験は問いません！楽しいことを考えるのが好
きな方、モノづくりが好きな方、人と話すのが得意な方、そして真摯に仕事に向き
合える方。クリエイティブの世界に足を踏み入れてみませんか？

企業ＰＲ

インサイドセールスは対面せずに電話やメールなどのチャネルを活用し営業を行う
お仕事です。お客様と関係構築し課題解決に導きます。研修もしっかりありますの
でご安心ください。当社はコロナによる業績への影響を受けることなく事業継続して
います。

事業内容 高齢者介護支援 業種 高齢者介護サービス業 事業内容 福岡県への移住・就職相談窓口

従業員数 135人（うち女性95人） 設立年月日 平成10年5月25日

本社所在地本社所在地 福岡県朝倉市城８５９ ＵＲＬ kirakuso@ruby.ocn.ne.jp 東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館8階

https://ijuu-teijuu.pref.fukuoka.lg.jp/coordinators/URL

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0946-21-1833　辰巳 連絡先 電話 03-6273-4048　 　E-mail  ijuu-soudan-t@acr.gr.jp

県外から福岡県へUIJターンする方の移住・就職をサポートします。福岡県及び
各市町村のパンフレットや支援情報も充実しています。引越し費用割引制度など
特典の付いた「福岡住みたか会員」もご案内しています。相談は、オンラインや
電話相談もOK、ポータルサイトでは、各種セミナー・イベントをご案内しているの
で、お気軽にご利用、ご参加ください！企業ＰＲ

地域密着型で、一つの敷地内にすべてのサービス事業所があります。高齢者介
護が初めての方、働きたい時間が決まっている方、今後のキャリアアップをお考
えの方、私たちと一緒に働いてみませんか。皆様からのお問い合わせをお待ち
しております。

ケアマネージャー 機能訓練指導員
募集職種

介護職 看護職

勤務地 福岡県朝倉市城８５９ 企業ＰＲ

https://www.n-builcare-recruit.jp/
http://lumiere-ds.com/
https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
http://crown-pan.co.jp/
https://www.fsp.co.jp/
https://bridge-g.com/
http://www.houseien.net/
mailto:kirakuso@ruby.ocn.ne.jp
https://ijuu-teijuu.pref.fukuoka.lg.jp/coordinators/

