
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Mモード・イノベーション 情報通信業 ソフトウェア開発事業 ● ●

10:30～11:00 2 ウイルテック株式会社 その他 ロボットやカメラを使って産業用設備をつくるメーカーです ● ●

11:00～11:30 3 株式会社ヒューマンライフ サービス業 コールセンター事業 ● ●

11:30～12:00 4 西日本自動車株式会社 運輸・郵便業 一般乗用旅客自動車運送事業　訪問介護事業 ● ● ●

13:00～13:30 5 ラックデザイン株式会社 製造業 半導体＆FPD製造行程　配管加熱用ヒータの開発、設計、製造 ● ● ●
経験者のみ

13:30～14:00 6 株式会社シーディア 製造業 エンジニアリング及びソリューション事業 ● ● ●

14:00～14:30 7 株式会社テクノ・ライン サービス業 機械設計・電気制御設計・ソフトウェア開発・翻訳業務 ● ● ●

14:30～15:00 8 双葉工業株式会社 建設業 行政や県警、高速道路等から受注する交通安全施設の専門業者です ● ● ●

15:00～15:30 9 キヤノン電子テクノロジー株式会社 情報通信業 幅広い業種のお客様に、最適なソリューションを提供しています ● ● ●
経験者のみ

15:30～16:00 10 事業組合システムバンキング九州共同センター 情報通信業 九州沖縄の第二地方銀行7行の銀行システムの運営をする事業組合 ● ●

10:00～10:30 1 株式会社東急コミュニティー 不動産業等 マンション・ビル等不動産の管理業、リフォーム事業 ●

10:30～11:00 2 管清工業株式会社　九州支店 サービス業 社会インフラである下水道のトータルメンテナンスです ● ●

11:00～11:30 3 社会福祉法人　ひじり会 医療、福祉 介護保険事業所での高齢者介護及び保育事業 ● ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社ワイシステムサポート 情報通信業 システム開発・管理・保守等 ●

13:00～13:30 5 アサヒ・エンジニアリング株式会社 製造業 半導体自動封止装置の設計・製造・販売 ● ● ●

13:30～14:00 6 株式会社すこやか工房 卸売・小売業 健康食品・健康関連商品の通信販売業 ● ● ●

14:00～14:30 7 社会福祉法人　日本傷痍者更生会 医療、福祉 児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、３つの社会福祉事業 ● ● ●

14:30～15:00 8 株式会社ツクイ　九州圏 医療、福祉 デイサービス事業、住まい事業、在宅事業 ● ● ●

15:00～15:30 9 株式会社くじらシステム開発 情報通信業 システムの提案・設計・開発・保守・販売 ● ● ●

15:30～16:00 10 旭倉庫株式会社 複合サービス業 パチンコホール、飲食、クリーニング&ランドリー、不動産事業 ● ●

10:00～10:30 1 九州西濃運輸株式会社 運輸・郵便業 セイノー輸送グループに於いて、九州地区の輸配送を担当！ ● ●

10:30～11:00 2 株式会社サン電工社 建設業 通信設備、電気設備の設計、施工、施工管理、保守 ● ●
経験者のみ

11:00～11:30 3 社会福祉法人　豊徳会 医療、福祉 障害福祉サービス事業所 ● ● ● ●

11:30～12:00 4 社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会 医療、福祉 知的障がい者を中心とした障がい者の支援施設等の運営 ● ● ● ●

13:00～13:30 5 久留米印刷株式会社 製造業 企業運営に不可欠な「伝票商品」に特化した総合印刷業です ● ● ●

13:30～14:00 6 吉川工業株式会社 製造業 鉄鋼関連、エレクトロ、エンジニアリング、表面処理、ICT ●

14:00～14:30 7 株式会社　アビタシオン 医療、福祉 老人ホームの運営 ● ● ●

14:30～15:00 8 社会福祉法人　こぐま福祉会 医療、福祉 診療所、児童発達支援、放課後等デイ、生活介護、届出保育所等 ● ● ●

15:00～15:30 9 株式会社アスパーク その他 自社開発、アウトソーシング事業 ● ● ● ●

15:30～16:00 10 三泉化成株式会社　九州工場 製造業 主に自動車内外装用のプラスチック製品を製造しています ● ●

10:00～10:30 1 株式会社エイエイエス 情報通信業 エンドユーザー、大手Sierからシステム開発の受託 ● ● ●

10:30～11:00 2 株式会社テシマ工業 建設業 総合建設業(工程管理や受発注業務又は現場監督補佐） ● ● ●

11:00～11:30 3 株式会社ワークス 製造業 ５Ｇ高速通信技術に使用されるレンズ金型等精密微細部品の製造 ● ●

11:30～12:00 4 社会福祉法人　年長者の里 医療、福祉 高齢者福祉・介護サービス業 ● ●

13:00～13:30 5 株式会社エイジェック 複合サービス業 人材、雇用、事業開発に関わるサービス業務全般 ● ● ●

13:30～14:00 6 社会福祉法人　櫟会 医療、福祉 介護保険施設の運営を行っています ● ● ●

14:00～14:30 7 株式会社ネクステップ 不動産業等 不動産管理業 ● ● ●
経験者のみ

14:30～15:00 8 株式会社エヌ．エフ．テイ 製造業 半導体封止用金型及び省力化装置の設計・製造・組立 ● ● ●
経験者のみ

15:00～15:30 9 北九州第一交通株式会社 運輸・郵便業 旅客自動車運送業（タクシー業） ● ● ● ●

15:30～16:00 10 株式会社アプリップリ 情報通信業 業務ソフト連動アプリ開発、クラウド、WEBサイト制作 ● ● ●

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 - - - -

【６月８日～６月１１日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト

6月8日
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6月10日

6月11日
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九州沖縄の第二地方銀行7行の銀行システムを共同運営している事業組合です。

加盟各行が金融環境の変化に対応し、お客様の利便性や満足度を高めるためシステ

ム面からサポートを行い、また各行の収益力強化にも貢献しています。

勤務地 募集①本社（福岡市博多区）　　　　　　募集①・②久留米支店 勤務地 福岡県福岡市博多区 勤務地 福岡県福岡市博多区冷泉町10-21　南日本博多ビル

募集職種
システムエンジニア システムエンジニア

企業ＰＲ

人の命を守るガードレールなど、交通にまつわる公共工事を通じて、道路の安全を

守ってきました。誰もが安全安心に利用できる道路を私たちと一緒につくりません

か？

企業ＰＲ

キヤノングループの一員として活躍！設立50周年のＩＴ企業です。

幅広い業種のお客様に最適なソリューションを提供している当社で思う存分、

皆さんの実力を発揮してみませんか☆

企業ＰＲ

連絡先 092-289-5901　美山 採用区分

募集職種募集職種
現場施工・管理 事務

新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-409-4183上原 ・平山 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-504-5005　星子 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1970年4月22日 従業員数 126人（うち女性54人） 設立年月日 1975年7月従業員数 22人（うち女性７人） 設立年月日 1981年4月24日 従業員数 424人（全社）　うち女性4／28人（九州）

ＵＲＬ https://www.canon-electec.co.jp/ 本社所在地 福岡県福岡市博多区冷泉町10-21　南日本博多ビル ＵＲＬ https://www.sbk-center.gr.jp本社所在地 福岡市博多区金の隈2-1-30 ＵＲＬ https://www.futaba-k.com/recruit/ 本社所在地 東京都港区海岸1-4-8

業種 情報通信業 事業内容 九州沖縄の第二地方銀行7行の銀行システムの運営をする事業組合 業種 情報通信業事業内容 行政や県警、高速道路等から受注する交通安全施設の専門業者です 業種 建設業 事業内容 幅広い業種のお客様に、最適なソリューションを提供しています。

企業ＰＲ

小さな会社ながらながら、メーカーとしてのモノづくりを提供する会社です！

1.ものづくりを通して、社会に貢献する企業　2.自発的創造性　3.世界市場で活躍

できる企業

企業ＰＲ

主に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？

企業ＰＲ

大手メーカーに設計技術を提供する事で、日本のモノづくりを支えている企業で

す。設計や開発において、高い技術力を持った社員が多く在籍していることが自慢

です！国家資格取得制度があり働きながら資格取得を目指して頂けます！

勤務地 福岡県みやま市瀬高町上庄７５９－１ 勤務地 福岡、熊本、大阪(研修) 勤務地 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-9　ヤマエ博多駅南ビル4階

募集職種
機械設計 電気設計

機械設計(中途) CADオペレータ
募集職種

設計・製造・販売
募集職種

LSI設計(新卒,第二新卒,中途) ソフトウェア設計(中途)

連絡先 070-5586-3561　石川 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0574-27-2520　三品採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 080-7931-7123 竹下 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 2014年5月20日 従業員数 350人（うち女性118人） 設立年月日 1989年5月従業員数 9人（うち女性７人） 設立年月日 2016年2月3日 従業員数 192人（うち女性27人）

ＵＲＬ https://seedea.asia/ 本社所在地 岐阜県加茂郡坂祝町大針797 ＵＲＬ http://www.techno-line.jp本社所在地 福岡県みやま市瀬高町上庄７５９－１ ＵＲＬ https://jp.luckdesign.jp/ 本社所在地 東京都千代田区丸の内1丁目6－5 丸の内北口ビルディング9F

業種 製造業 事業内容 機械設計・電気制御設計・ソフトウェア開発・翻訳業務 業種 サービス業事業内容 半導体＆FPD製造行程　配管加熱用ヒータの開発、設計、製造 業種 製造業 事業内容 エンジニアリング及びソリューション事業

企業ＰＲ

技術者が主体となりサービスの提供を行います。

設計から据付、調整を社内で展開することで、新しい技術を用いた柔軟な開発を

実現しています。

企業ＰＲ

日本で一番、ありがとうが飛び交う『接客応対が素晴らしいコールセンター』を

目指しています！

博多駅から徒歩5分！笑顔があふれる職場です！

企業ＰＲ

当社は福岡市中心部でタクシーを運行している、西日本タクシーです。

本社は福岡市中央区、那珂川市と糸島市に拠点を構えており、他にも介護タクシー

や観光タクシーと幅広く事業を展開しております。

勤務地 ウイルテック株式会社 本社（福岡県行橋市福丸770-1） 勤務地 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17-5　ARKビル６階 勤務地 福岡市中央区　那珂川市　糸島市　いづれか希望を考慮

募集職種
タクシー乗務員

購買・資材管理 CADオペレーター
募集職種

エンジニア（総合職） 製造（総合職）
募集職種

総合職

連絡先 092-482-8500　西原・立部 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-761-7150  松山採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 080-8366-7643　緒方 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1994年7月6日 従業員数 288人（うち女性13人） 設立年月日 1950年7月1日従業員数 58人（うち女性11人） 設立年月日 2004年2月23日 従業員数 138人（うち女性126人）

ＵＲＬ https://human-life.co.jp/ 本社所在地 福岡市中央区那の津5-4-3 ＵＲＬ http://www.nishinihon-taxi.com/本社所在地 福岡県行橋市福丸770-1 ＵＲＬ https://will-tech.co.jp/index.html 本社所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17-5　ARKビル６階

業種 サービス業 事業内容 一般乗用旅客自動車運送事業　訪問介護事業 業種 運輸・郵便業事業内容 ロボットやカメラを使って産業用設備をつくるメーカーです。　 業種 その他 事業内容 コールセンター事業

勤務地 福岡、北九州

企業ＰＲ

失敗を恐れず何事にも挑戦できる会社でありたい。挑戦して失敗したとしても、

気にすることはありません。

連敗さえしなければ・・・そんなチャレンジ精神に溢れた会社を目指しています。

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-292-5901　常岡　

募集職種
システムエンジニア・プログラマー

本社所在地 福岡市博多区 博多駅前1丁目9番3号　博多駅前シティビル10F ＵＲＬ http://www.m-modeinnv.co.jp

従業員数 12人（うち女性６人） 設立年月日 2020年11月26日

【６月８日～６月１１日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　６月８日参加企業リスト

事業内容 ソフトウェア開発事業 業種 情報通信業

卸売・小売業

運輸・郵便業

サービス業

複合サービス業

生活関連サービス業

情報通信業

不動産業

建設業

製造業

医療・福祉

教育・学習支援業

学術研究等

その他

企業の業種で色分けをしています。 （募集の職種とは異なることがございます。）
1 株式会社Ｍモード・イノベーション １０時００分～

2 ウイルテック株式会社 １０時3０分～ 3 株式会社ヒューマンライフ １1時００分～ 4 西日本自動車株式会社 １１時３０分～

5 ラックデザイン株式会社 １3時００分～ 6 株式会社シーディア １3時３０分～ 7 株式会社テクノ・ライン １4時００分～

8 双葉工業株式会社 １4時3０分～ 9 キヤノン電子テクノロジー株式会社 １5時００分～ 10 事業組合システムバンキング九州共同センター１5時3０分～

https://www.canon-electec.co.jp/
https://www.sbk-center.gr.jp/
https://www.futaba-k.com/recruit/
https://seedea.asia/
http://www.techno-line.jp/
https://jp.luckdesign.jp/
https://human-life.co.jp/
http://www.nishinihon-taxi.com/
https://will-tech.co.jp/index.html
http://www.m-modeinnv.co.jp/
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企業ＰＲ

「福祉に・ずっと・まっすぐ」ツクイは、全国に約680か所の介護施設を展開して

います。2019年に創業50周年を迎え、培ってきたノウハウを生かし、これからも

お客様と向き合い、共に地域価値を創造してまいります。

企業ＰＲ

"派遣・常駐・下請け一切なし！当社では入社1年目からお客様先へ訪問同行し、

社長の隣で議事録係をしつつ、提案を見て学ぶことができます。開発だけでなく、

提案～保守までのバランス型を目指していける環境です。

企業ＰＲ

プログラマー デザイン職

人をハッピーにするサービス業のプロフェッショナルとして、日々接客サービスの

スキル向上には特に力を入れています。何よりも優先するのは、スタッフがやりが

いを感じ主体的にイキイキとキラキラと働ける職場環境づくりです。

勤務地 福岡県内18事業所 勤務地 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5 博多サンシティビル 7F 勤務地 福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21

連絡先 090-1348-9669　永田 採用区分

募集職種

新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 093-884-1516　孫採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 080-3396-8606　相良 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

ホールスタッフ 企画
募集職種

設立年月日 2002年9月17日 従業員数 65人（うち女性32人） 設立年月日 1975年3月従業員数 21700人（うち女性16000人） 設立年月日 2020年5月 従業員数 9人（うち女性6人）

募集職種
システムエンジニア プロジェクトマネージャー総合福祉職（ケアクルー・生活相談員・機能訓練指導員）

ＵＲＬ https://www.kuzilla.co.jp/ 本社所在地 福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21 ＵＲＬ http://asahi-souko.com/company本社所在地 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 ＵＲＬ https://www.tsukui.net/ 本社所在地 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5 博多サンシティビル 7F

業種 情報通信業 事業内容 パチンコホール、飲食、クリーニング&ランドリー、不動産事業 業種 複合サービス業事業内容 デイサービス事業、住まい事業、在宅事業 業種 医療、福祉 事業内容 システムの提案・設計・開発・保守・販売、ホームページ制作

企業ＰＲ

当社は久留米市にて半導体自動封止装置の設計・製造・販売を行っている専業メー

カーです。国内をはじめ世界各国のお客様と長年お取引を頂いております。時代の

ニーズ、進化にチャレンジしていく仕事へやりがいを持って取り組んでいます。

企業ＰＲ

私たちの“誇り”は弊社にしかない「人」！“日本一「笑顔とありがとう」が溢れる通

信販売会社になろう！”のビジョンの下で、チャレンジしませんか？「残業禁止」

ルールでワークライフバランスを保ちながら、腰を据えて長く働けます。

企業ＰＲ

当法人は、児童福祉・障碍者福祉及び高齢者福祉の施設運営を90年以上にわたり

行ってまいりました。培ってきた知識・経験・技術等を生かし、施設ご利用者様

へのサービス向上と、地域の皆様に愛される法人を目指しております。

勤務地 福岡県久留米市 勤務地 福岡県福岡市博多区冷泉町9-26 勤務地 福岡県遠賀郡岡垣町

募集職種
児童指導員 介護職員

海外営業 経営企画室(人事、総務、経理、広報)
募集職種

CADエンジニア ソフトウェアプログラマー
募集職種

事業戦略室(商品企画開発、新規・既存SP) 顧客戦略室(CSセンター、商品管理)

連絡先 092-303-3939　 境・村尾・車崎 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 093-283-3484　濱本採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0942-41-1511　仲　 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1999年4月 従業員数 350人（うち女性280人） 設立年月日 1960年11月9日従業員数 134人（うち女性11人） 設立年月日 1997年7月16日 従業員数 36人（うち女性30人）

ＵＲＬ https://corp.sukoyaka.co.jp 本社所在地 福岡県遠賀郡岡垣町海老津3丁目8番1号 ＵＲＬ https://nihonsyouisya.jp/本社所在地 福岡県久留米市 ＵＲＬ http://asahieng.co.jp/ 本社所在地 福岡県福岡市博多区冷泉町9-26

業種 卸売・小売業 事業内容 児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、３つの社会福祉事業 業種 医療、福祉事業内容 半導体自動封止装置の設計・製造・販売 業種 製造業 事業内容 健康食品・健康関連商品の通信販売業

企業ＰＲ

当社の業務は生活に無くてはならないインフラである下水道管路の維持管理です。

豊富な経験と最先端技術で市民生活を支える社会貢献度の高い仕事です。

下水道は人が暮らす限り必要不可欠である為、安定した業界です。

企業ＰＲ

『地域のために、地域とともに』の理念のもと久留米市・小郡市・うきは市に１８

事業を展開しています。これからの超高齢社会の到来に際し、私たちと一緒に社会

を支える一翼を担うスタッフを募集しています。一緒に頑張りましょう。

企業ＰＲ

ワイシステムサポートは、お客様のコアビジネスのIT化をサポートすることを使命

としています。お付き合いさせて頂くお客様のコアビジネスを一緒に見つめ直し、

携わった人々を笑顔に変えて行きたいと考えています。

勤務地 東京都（世田谷区・港区）、神奈川県（横浜市旭区）、愛知県(小牧市)、大阪府（大東市）、福岡県（福岡市） 勤務地 久留米市・小郡市・うきは市　面談の際ご相談に応じます。 勤務地 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2番2号博多ハニービル4F

募集職種
SE・プログラマー

技術職 事務職（報告書作成） 介護支援専門員 生活相談員
募集職種

現場施工職 営業職
募集職種

看護スタッフ 介護スタッフ

連絡先 0943-73-3050　徳岡 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0955-77-1126　川添採用区分 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

設立年月日 1980年7月7日 従業員数 22人（うち女性6人） 設立年月日 2005年4月1日従業員数 ３０人（うち女性５人） 設立年月日 1984年11月1日 従業員数 370人（うち女性320人）

ＵＲＬ http://hijirikai.com/ 本社所在地 佐賀県唐津市原1534 ＵＲＬ https://www.y-sys.jp/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 久留米市

業種 医療、福祉 事業内容 システム開発・管理・保守等 業種 情報通信業事業内容 社会インフラである下水道のトータルメンテナンスです。 業種 サービス業 事業内容 介護保険事業所での高齢者介護及び保育事業

勤務地 九州圏…福岡、長崎、大分、鹿児島　他エリア別採用にて関西圏・首都圏・北海道圏有

＜業界トップクラス×東急グループ×働きやすい環境＞当社は分譲マンション・オ

フィスビルや商業施設、公共施設など様々管理しており、一人ひとりが安心して暮

らせる毎日を支えています。お気軽に話を聞きに来てください！

企業ＰＲ

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 03-5717-1022　稲葉

募集職種
建築系総合職(建築・土木・住居系学科の方対象) 設備系総合職(理系学科の方対象、電気・機械系学科歓迎)

営業系総合職(全学部学科対象)

本社所在地 東京都世田谷区用賀4-10-1 ＵＲＬ https://www.tokyu-com.co.jp/

従業員数 3453人（うち女性896人） 設立年月日 1970年4月1日

【６月８日～６月１１日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　６月9日参加企業リスト

事業内容 マンション・ビル等不動産の管理業、リフォーム事業 業種 不動産業等

卸売・小売業

運輸・郵便業

サービス業

複合サービス業

生活関連サービス業

情報通信業

不動産業

建設業

製造業

医療・福祉

教育・学習支援業

学術研究等

その他

企業の業種で色分けをしています。 （募集の職種とは異なることがございます。）
1 株式会社東急コミュニティー １０時００分～

2 管清工業株式会社 九州支店 １０時3０分～ 3 社会福祉法人 ひじり会 １1時００分～ 4 株式会社ワイシステムサポート １1時3０分～

5 アサヒ・エンジニアリング株式会社 １3時００分～ 6 株式会社すこやか工房 １3時3０分～ 7 社会福祉法人 日本傷痍者更生会 １4時００分～

8 株式会社ツクイ 九州圏 １4時3０分～ 9 株式会社くじらシステム開発 １5時００分～ 10 旭倉庫株式会社 １5時3０分～

https://www.kuzilla.co.jp/
http://asahi-souko.com/company
https://www.tsukui.net/
https://corp.sukoyaka.co.jp/
https://nihonsyouisya.jp/
http://asahieng.co.jp/
http://hijirikai.com/
https://www.y-sys.jp/
https://www.kansei-pipe.co.jp/
https://www.tokyu-com.co.jp/
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企業ＰＲ

ＷＥＢデザイナー　ＨＰメンテ、ＳＮＳ情報発信集客等

理系総合職（電気、機械、情報、化学）

企業ＰＲ

発達が気になる方、障害のある方、その御家族の方々への支援を行う通所施設で

す。子供達の成長を御家族と共に感じ一緒に喜ぶ事が出来るやりがいのある仕事で

す。専門的内容の学習会も行い、障害児施設未経験の方でも安心して働けます。

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参りました。社会が求めるニーズを的確にとらえ、世

界一面白い会社を目指します。

企業ＰＲ

連絡先 092-741-0111　樋口 採用区分

設立年月日 2005年10月 従業員数

ＵＲＬ https://www.aspark.co.jp/ 本社所在地

業種 その他 事業内容

１９６８年の創業以来５３年、現在では主に大手自動車メーカー様向けのプラス

チック部品の製造に手がけ、樹脂成形の分野では確かな実績を残している。『中小

企業モノづくりものがたり１００』『地域未来牽引企業』にも選出。

勤務地 福岡県小郡市大板井1143-1 勤務地 福岡県福岡市中央区天神1-1-1　アクロス福岡6F 勤務地 九州工場　（福岡県鞍手郡小竹町御徳１６７３－１０）

募集職種
生産技術 設備技術

生活支援員 正看護師
募集職種

保育士 児童指導員
募集職種

開発職(機械・電気・IT・化学) 総合職

新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 09496-2-1451　山下採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0942-72-7221　宇野 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

298人（うち女性88人） 設立年月日 1968年4月2日従業員数 120人（うち女性97人） 設立年月日 1982年5月 従業員数 3000人（うち女性1000人）

福岡市中央区長浜２丁目４番１号 ＵＲＬ https://sansen.co.jp/本社所在地 福岡県小郡市大板井1143-1 ＵＲＬ http://www.koguma.ed.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

主に自動車内外装用のプラスチック製品を製造しています。 業種 製造業事業内容 診療所、児童発達支援、放課後等デイ、生活介護、届出保育所等。 業種 医療、福祉 事業内容 自社開発、アウトソーシング事業

企業ＰＲ

法人営業展開であり、取り扱い商品は高いリピート性から経営が安定しています。

伝票商品に特化した印刷業は希少であり、西日本トップクラスの設備及び営業規模

です。

企業ＰＲ
人を大切にする、人の役に立つ。この想いを胸に、鉄鋼関連からエンジニアリン

グ、エレクトロニクス、ICTへと、吉川工業はチャレンジを続けます。
企業ＰＲ

弊社は福岡・千葉を中心に複数の有料老人ホームを運営しています。従業員数はグ

ループ法人含め１，０００名を超え、介護サービスの提供では３５年以上の実績を

持ち、新規施設の開設も続くなど意欲的に介護サービスの拡大を続けています。

勤務地 本社（広川町）・久留米市・大野城市 勤務地 北九州、室蘭、東京、君津、名古屋、堺、広畑、光、大分 勤務地 アビタシオン博多(福岡市博多区金の隈3-23-10)　ｏｒ　 アビタシオン浄水(福岡市中央区薬院4-1-26)

募集職種
介護職 看護職

文系総合職
募集職種

法人営業職・既存顧客率８割
募集職種

連絡先 093-671-8636　蓑田　　 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0120-1165-90　井地口採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0943-32-5511　長田 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1920年5月23日 従業員数 500人（うち女性３４５人） 設立年月日 1982年8月10日従業員数 170人（うち女性60人） 設立年月日 1967年1月23日 従業員数 1600人（うち女性160人）

ＵＲＬ https://www.ykc.co.jp/ 本社所在地 福岡県 ＵＲＬ http://www.habitation.co.jp/本社所在地 福岡県八女郡広川町日吉548-25 ＵＲＬ http://www.kurume-insatsu.co.jp 本社所在地 福岡県北九州市八幡東区尾倉2-1-2

業種 製造業 事業内容 老人ホームの運営 業種 医療、福祉事業内容 企業運営に不可欠な「伝票商品」に特化した総合印刷業です。 業種 製造業 事業内容 鉄鋼関連、エレクトロ、エンジニアリング、表面処理、ICT

企業ＰＲ

当社は、1963年の設立以来、福岡を拠点に通信設備や電気設備などのインフラ整備

に携わってきました。取引先は国の機関から福岡県内の官公庁などをはじめ、民間

企業、個人のお客様など幅広い取引があり、安定的で堅実経営が特徴です。

企業ＰＲ

当法人のさまざまな障がいのある方を支援しています。各施設が連携しながら運営

していますのでさまざまな職場や仕事を経験でき多くの優秀な先輩の仕事を見るこ

ともできます。前向きに福祉の仕事に取り組む方を積極的に応援しています。

企業ＰＲ

当法人は、障がいをお持ちの方が、希望する生活を実現するために支援を行ってい

る法人です。社会福祉法人となって今年で42年。入所施設や通所施設、グループ

ホーム等、福岡市内で5事業所を運営しています。

勤務地 福岡市（中央区鳥飼または西区愛宕南） 勤務地 福智町内の事業所・直方市内の事業所 勤務地 福岡ひまわりの里　福岡市西区能古　　ひまわり園　福岡市西区姪浜

募集職種
生活支援員

看護師
募集職種

総合職
募集職種

支援員 保育士

連絡先 0947-22-7705　松村 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-713-1480　成冨採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-771-7641　岩崎 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1979年8月9日 従業員数 145人（うち女性83人） 設立年月日 1979年3月31日従業員数 109人（うち女性31人） 設立年月日 1963年9月2日 従業員数 242人（うち女性138人）

ＵＲＬ http://houtokukai.com/ 本社所在地 福岡県福岡市 ＵＲＬ https://www.fiku.jp/本社所在地 福岡市中央区鳥飼二丁目6番51号 ＵＲＬ https://www.sandenko.co.jp/ 本社所在地 福岡県田川郡福智町伊方638

業種 医療、福祉 事業内容 知的障がい者を中心とした障がい者の支援施設等の運営 業種 医療、福祉事業内容 通信設備、電気設備の設計、施工、施工管理、保守 業種 建設業 事業内容 障害福祉サービス事業所

勤務地 九州・大阪　43支店・営業所

わたしたちは運ぶ荷物の大きさに、制限をかけない。重さに、制限をかけない。形

状に、制限をかけない。量に制限をかけない。複雑でも、ふぞろいでも、制限をか

けない。だから、他社が運べないものも運べる。

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0120-974-004　前田

募集職種
総合事務職

本社所在地 福岡県福岡市博多区井相田1-1-56 ＵＲＬ https://www.kyushu-seino.co.jp/

従業員数 1962（うち女性106人） 設立年月日 1969年7月1日

【６月８日～６月１１日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　６月10日参加企業リスト

事業内容 セイノー輸送グループに於いて、九州地区の輸配送を担当！ 業種 運輸・郵便業

卸売・小売業

運輸・郵便業

サービス業

複合サービス業

生活関連サービス業

情報通信業

不動産業

建設業

製造業

医療・福祉

教育・学習支援業

学術研究等

その他

企業の業種で色分けをしています。 （募集の職種とは異なることがございます。）

1 九州西濃運輸株式会社 １０時００分～

2 株式会社サン電工社 １０時3０分～ 3 社会福祉法人 豊徳会 １1時００分～ 4 社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会 １1時3０分～

5 久留米印刷株式会社 １3時００分～ 6 吉川工業株式会社 １3時3０分～ 7 株式会社 アビタシオン １4時００分～

8 社会福祉法人 こぐま福祉会 １4時3０分～ 9 株式会社アスパーク １5時００分～ 10 三泉化成株式会社 九州工場 １5時3０分～

https://www.aspark.co.jp/
https://sansen.co.jp/
http://www.koguma.ed.jp/
https://www.ykc.co.jp/
http://www.habitation.co.jp/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
http://houtokukai.com/
https://www.fiku.jp/
https://www.sandenko.co.jp/
https://www.kyushu-seino.co.jp/
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企業ＰＲ

企業ＰＲ

弊社は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。

企業ＰＲ

全国34都道府県で事業展開をしているタクシー業界最大手の「第一交通産業グルー

プ」です。経験や年齢関係なく、誰もが活躍できる職場を目指して取り組んでいま

す。福岡県内28営業所の中から勤務地選択OK！一緒に働いてみませんか♪

　企業ＰＲ

お客様の業務上のお困りごとをITの力で解決しています。業務ソフトと連動した

システム開発やレンタルアプリの開発・販売、クラウド事業、WEB制作・運営支援

事業にてお客様の目的を達成するためにお役立ちと安心の提供を行います。

勤務地 福岡県太宰府市水城1-11-11 勤務地 北九州地区17営業所・福岡地区10営業所・久留米地区1営業所の中から選択可能（転勤なし） 勤務地 福岡県嘉麻市

募集職種
システムインテグレーター WEBコンサルタント

一般事務
募集職種

電気設計 装置設計
募集職種

タクシードライバー

連絡先 093-511-8850　江崎 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0948-42-1570　松岡採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-921-1525 原尾・大塚 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1960年10月 従業員数 22人（うち女性13人） 設立年月日 2000年9月14日従業員数 ９８人（うち女性13人） 設立年月日 1986年8月1日 従業員数 1000人（うち女性150人）

ＵＲＬ https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ 本社所在地 福岡県嘉麻市山野875-2 ＵＲＬ https://applippli.co.jp本社所在地 福岡県太宰府市水城1-11-11 ＵＲＬ https://www.nft-g.co.jp/ 本社所在地 福岡県北九州市小倉北区下富野3-9-3

業種 運輸・郵便業 事業内容 業務ソフト連動アプリ開発、クラウド、WEBサイト制作 業種 情報通信業事業内容 半導体封止用金型及び省力化装置の設計・製造・組立 業種 製造業 事業内容 旅客自動車運送業（タクシー業）

企業ＰＲ

弊社はグループ法人37社、全国73拠点で事業を展開、51校の職業訓練校を運営し

ており社員は無料で受講できます。分野ごとに推奨資格を定め社員のスキルアップ

に努めております。社員ファースト、アットホームな社風です。

企業ＰＲ

お年寄りからお子様、障害をお持ちのお子様等、様々な方のサポートを行って

おります。※企業内保育所あり、職員のお子様は無料です（0、1、2歳含む） 企業ＰＲ

地域密着で30年以上の実績があり知名度バツグン

那珂川市での管理物件シェアNo.1

博多南駅から徒歩1分

勤務地 職種による。ご相談可。 勤務地 福岡県飯塚市相田　114-1 勤務地 福岡県那珂川市中原3-130

募集職種
コンサルティング営業職

総合職 保育士
募集職種

エンジニア職（機械・電気・情報IT・化学） ファクトリーサポート職（製造オペレータ・検査・品質）

募集職種
介護職員 管理栄養士（栄養士）

連絡先 0948-24-8000　事務室 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0120-412-132　吉田採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-272-2300　伊集院 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 2005年10月1日 従業員数 35人（うち女性14人） 設立年月日 1989年7月従業員数 17400人（うち女性6900人） 設立年月日 2001年9月26日 従業員数 160人（うち女性100人）

ＵＲＬ http://www.kunugien.ｃｏｍ           本社所在地 福岡県那珂川市中原3-130 ＵＲＬ https://www.next-step.co.jp/本社所在地 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタビル46F ＵＲＬ https://www.agekke.co.jp/ 本社所在地 福岡県飯塚市　相田114-1

業種 医療、福祉 事業内容 不動産管理業 業種 不動産業等事業内容 人材、雇用、事業開発に関わるサービス業務全般 業種 複合サービス業 事業内容 介護保険施設の運営を行っています。

企業ＰＲ

創業56年の地場老舗企業です。代替わりにより新体制を迎え6年が経過。約70%の

社員が未経験者又は異業種からの転職組という中で、当社で育てていく手法を取っ

ています。次の次の世代を育成します。自己成長できる会社ですよ！

企業ＰＲ
当社が、求めるのは、「チャレンジする！」意欲です。当社は、“こだわり”と“おも

てなしの心”で、社会にとって、唯一無二の最高の企業を目指します。
企業ＰＲ

32の高齢者介護・福祉の施設がある大規模法人です。介護や福祉と関わりが無くて

も大丈夫。多くの先輩が介護の知識ゼロからスタートしています。“人の役に立つ

仕事”をお探しの方、一度話を聞いてみませんか？

勤務地 福岡市本社または市内近郊 勤務地 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津1445-1 勤務地 北九州市内

募集職種
総合職

土木現場代理人補佐
募集職種

工務営業 建築現場代理人補佐
募集職種

製造技術職 総合職(経営・営業)

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 093-652-3939 大澤・鶴田採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-874-3781　椎山 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1991年4月21日 従業員数 618人（うち女性467人） 設立年月日 1950年8月従業員数 32人（うち女性6人） 設立年月日 1965年5月8日 従業員数 55人（うち女性19人）

ＵＲＬ http://wks-co.com 本社所在地 福岡県北九州市八幡東区大蔵3-2-1 ＵＲＬ http://n-sato.com/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 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津1445-1

業種 製造業 事業内容 高齢者福祉・介護サービス業 業種 医療、福祉事業内容 総合建設業(工程管理や受発注業務又は現場監督補佐） 業種 建設業 事業内容 ５Ｇ高速通信技術に使用されるレンズ金型等精密微細部品の製造

勤務地 主に福岡市内

エンドユーザーや大手Sierとお客様と近い立場で業務アプリケーション開発や

インフラ基盤システムの開発、ERP製品やクラウドサービスの導入など多岐に

わたる事業を展開しております。

採用区分

募集職種

本社所在地

従業員数

【６月８日～６月１１日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　６月11日参加企業リスト

事業内容 エンドユーザー、大手Sierからシステム開発の受託 業種 情報通信業

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

システムエンジニア

東京都港区新橋４-５-１　アーバン新橋ビル８階 ＵＲＬ http://www.aasc.co.jp/index.html

189人（うち女性30人） 設立年月日 1998年11月2日
卸売・小売業

運輸・郵便業

サービス業

複合サービス業

生活関連サービス業

情報通信業

不動産業

建設業

製造業

医療・福祉

教育・学習支援業

学術研究等

その他

企業の業種で色分けをしています。 （募集の職種とは異なることがございます。）
1 株式会社エイエイエス １０時００分～

2 株式会社テシマ工業 １０時3０分～ 3 株式会社ワークス １1時００分～ 4 社会福祉法人 年長者の里 １１時3０分～

5 株式会社エイジェック １３時００分～ 6 社会福祉法人 櫟会 １３時3０分～ 7 株式会社ネクステップ １４時００分～

8 株式会社エヌ．エフ．テイ １４時3０分～ 9 北九州第一交通株式会社 １５時００分～ 10 株式会社アプリップリ １５時3０分～

https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
https://applippli.co.jp/
https://www.nft-g.co.jp/
http://www.kunugien.com/
https://www.next-step.co.jp/
https://www.agekke.co.jp/
http://wks-co.com/
http://n-sato.com/
http://www.tesima.co.jp/
http://www.aasc.co.jp/index.html

