
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 九州建設株式会社 建設業 土木建築工事の請負業、計画、設計、監理の請負 経験者のみ

10:30～11:00 2 ロジカル・アーツ株式会社 情報通信業 ソフトウエア開発クラウドインテグレーター ● ● 経験者のみ

11:00～11:30 3 株式会社ヒラテ技研 その他 自動車・物流・産業機械・プラント・造船・ソフトウェア・建築 ● ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社溝田設計事務所 その他 建設コンサルタント及び測量(道路・橋梁・河川・下水道設計) ● ● ●

13:00～13:30 5 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 ● ●

13:30～14:00 6 日伸産業株式会社 卸売・小売業 農林水産、港湾、橋梁、造船、電力業種への総合商社 ● ● ●

14:00～14:30 7 福岡第一交通株式会社 運輸・郵便業 全国34都道府県にてタクシー、バス、不動産事業などを展開 ● ● ●

14:30～15:00 8 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 ● ● ●

15:00～15:30 9 株式会社三井三池製作所　九州事業所 製造業 基幹産業を支える産業機械の設計・製造・販売 ● 経験者のみ

15:30～16:00 10 エンライズコーポレーション株式会社 情報通信業 ITエンジニアリングサービス ● ● ●

10:00～10:30 1 株式会社ゆめマート北九州 卸売・小売業 スーパーマーケットチェーン「ゆめマート」を展開 ● ●

10:30～11:00 2 ウイルテック株式会社 製造業 工場のラインシステムをつくる産業設備メーカーです ● ● ●

11:00～11:30 3 社会福祉法人豊徳会 医療・福祉 福祉サービス事業 ● ● ● ●

11:30～12:00 4 社会福祉法人ひじり会 医療・福祉 高齢者介護及び保育事業を行なっています ● ● ● ●

13:00～13:30 5 久留米印刷株式会社 製造業 企業運営に必要な「伝票商品」を製造販売する総合印刷業です ● ● ●

13:30～14:00 6 旭倉庫株式会社 複合サービス業 パチンコホール・飲食業・クリーニング＆ランドリー業・不動産業 ● ●

14:00～14:30 7 ラックデザイン株式会社 製造業 半導体向け配管加熱ヒーターとファインセラミックスの事業 ● ● ● ●

14:30～15:00 8 社会福祉法人嘉穂の里 医療・福祉 障がい者支援施設(主に知的障害者の方)、グループホーム ● ●

15:00～15:30 9 株式会社大方工業所 建設業 便利で快適そして衛生的な環境を創造する仕事になります ● ● 経験者のみ

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 ● ● ●

10:00～10:30 1 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 ● ● ●

10:30～11:00 2 社会福祉法人はるかぜ福祉会 医療・福祉 障害福祉サービス事業（通所施設・グループホーム等） ● ● ●

11:00～11:30 3 入江建設株式会社 建設業 建築工事業　木造・ＲＣ・ＲＣ鉄筋の新築工事・改修工事等 ●

11:30～12:00 4 社会福祉法人福智会 医療・福祉 高齢者介護事業 ● ● ●

13:00～13:30 5 株式会社KATSUMOK 情報通信業 ITを中心としたシステムアプリの開発やWEB広告関連 ● ● ● ●

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 ● ● ●
要

介護福祉資格

14:00～14:30 7 株式会社エイジェック 複合サービス業 人材・雇用・事業開発に関わる総合サービス事業 ● ● ●

14:30～15:00 8 株式会社EnjoyLifeCompany 情報通信業 「BBIQ」や格安スマホ「QTモバイル」をご案内します ● ● ●

15:00～15:30 9 西嶋電設株式会社 建設業 送電線路建設（基礎・組立・架線）及び保守管理 ● ● ●

15:30～16:00 10 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 ● ● ●

10:00～10:30 1 株式会社ワークス 製造業 カメラのレンズの金型など、精密な金型の加工を行なっています ● ●

10:30～11:00 2 大牟田運送株式会社 運輸・郵便業 JR貨物運送、自社倉庫運営、工場内物流業務、太陽光発電等 ● ● ●

11:00～11:30 3 双葉工業株式会社 建設業 福岡県内を主に活動している交通安全施設の専門事業です ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社エヌ．エフ．テイ 製造業 半導体用封止金型及び省力化装置製造 ● ●

13:00～13:30 5 北九州第一交通株式会社 運輸・郵便業 全国34都道府県でタクシー事業を展開する第一交通グループです ● ● ● ●

13:30～14:00 6 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 ● ● ●

14:00～14:30 7 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 ● ● ●

14:30～15:00 8 平岡電気株式会社 卸売・小売業 建物に備わっている電気設備（エアコン・照明等）の商材販売 ● ● ●

15:00～15:30 9 日本エンジニアリングソリューションズ株式会社 サービス業 エンジニアリングソリューション事業 ● ●

15:30～16:00 10 株式会社ソフト九州 情報通信業 情報システムの設計・開発および保守 ● 経験者のみ

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 - - - -

【８月１７日～８月２０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業一覧

8月17日

8月18日

8月19日

8月20日
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本社所在地 福岡市博多区博多駅南1-8-31 ＵＲＬ www.q-shu.co.jp

従業員数 102人（うち女性9人） 設立年月日 1949年3月15日

【８月１７日～８月２０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　８月１７日参加企業

事業内容 土木建築工事の請負業、計画、設計、監理の請負 業種 建設業

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-461-1100   稲永

募集職種
施工管理

勤務地 福岡、長崎、熊本、大分(現場の8割が福岡)

企業ＰＲ

【毎月10,000円支給】仕事以外の社員のチャレンジ(目標)を会社が応援！明治27

年に創業、「郷土九州に豊かな生活環境を。」をスローガンに事業運営しておりま

す。風通しが良い社風です。

業種 その他 事業内容 建設コンサルタント及び測量(道路・橋梁・河川・下水道設計) 業種 その他事業内容 ソフトウエア開発・クラウドインテグレーター 業種 情報通信業 事業内容 自動車・物流・産業機械・プラント・造船・ソフトウェア・建築

ＵＲＬ http://www.hirate.com/ 本社所在地 福岡県久留米市東町480番地16 ＵＲＬ http://www.mizota-sj.co.jp/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 http://www.logical.co.jp 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

設立年月日 1967年2月 従業員数 40人（うち女性13人） 設立年月日 1980年4月1日従業員数 90人 設立年月日 2001年12月18日 従業員数 424人（うち女性67人）

連絡先 092-477-9811　杉原 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0942-38-6548　秋山採用区分 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 福岡市内 勤務地 福岡、愛知、静岡、東京、滋賀 勤務地 福岡県久留米市東町480番地16

募集職種
技術職(設計技師) 技術職(測量技師)

システムエンジニア 建築設計エンジニア 営業職
募集職種

ITエンジニア（'22新卒／第2新卒） ITエンジニア（中途：経験者）
募集職種

機械系エンジニア 電気・電子系エンジニア

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

創業以来50年以上、【設計業務】に特化し、自動車・物流・産業機械・プラント・

造船・ソフトウェア・建築など、幅広い領域において、日本を代表するメーカーの

開発パートナーとして事業を展開しています。

企業ＰＲ
・道路や橋梁等の公共施設設計や、測量を行う会社です。

・キャリアアップを目指して勉強会などを月に数回行っています。

業種 卸売・小売業 事業内容 全国34都道府県にてタクシー、バス、不動産事業などを展開 業種 運輸・郵便業事業内容 コールセンター事業 業種 サービス業 事業内容 農林水産、港湾、橋梁、造船、電力業種への総合商社

ＵＲＬ https://www.nissin-rope.jp 本社所在地 福岡県北九州市小倉北区馬借2-6-8 ＵＲＬ https://www.daiichi-koutsu.co.jp/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 ＵＲＬ https://human-life.co.jp/ 本社所在地 福岡県

設立年月日 1969年7月1日 従業員数 800人（うち女性40人） 設立年月日 1960年6月従業員数 131人（うち女性125人） 設立年月日 1994年7月6日 従業員数 54人（うち女性13人）

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 092-475-1567 関本採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 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

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 九州内 勤務地 福岡市・那珂川市・大野城市にて合計10か所の営業所（希望に応じます）

募集職種
総合乗務職

募集職種
総合職

募集職種
営業職

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

様々な分野へ商品を提供し、中国・韓国・ASEANでの商品開発もおこなっていま

す。中小企業だから出来ることがあります！新商品の開発、新しい分野の開拓、新

しい事へのチャレンジをしたい方は是非ご参加ください。

企業ＰＲ

全国34都道府県にて約8000台のタクシーを保有している業界最大手企業。タク

シーだけでなくバス、不動産、介護、金融事業など様々な分野にて事業を展開して

いる総合生活産業です。

業種 製造業 事業内容 ITエンジニアリングサービス 業種 情報通信業事業内容 高齢者の日常生活の支援 業種 医療、福祉 事業内容 基幹産業を支える産業機械の設計・製造・販売

ＵＲＬ https://www.mitsuimiike.co.jp/ 本社所在地 東京都渋谷区代々木1-43-7　SKビル ＵＲＬ https://www.enrise-corp.co.jp/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 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

設立年月日 1882年4月 従業員数 190人（うち女性57人） 設立年月日 2012年8月12日従業員数 183人（うち女性140人） 設立年月日 1981年6月10日 従業員数 477人（うち女性57人）

新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 03-5358-3970   吉澤採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0942-78-3000　高橋 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

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８０%以上
企業ＰＲ

国内外の基幹産業やインフラ整備を支える、産業用機械メーカーです。近年では、

新エネルギー分野に参入し、海洋資源掘削機や風力発電用増速機、小水力発電設備

等の開発など、さらなる成長を求めて活躍の舞台を広げています。

企業ＰＲ

連絡先 0944-51-6117  坂本 採用区分

募集職種
相談員 看護師 回路設計者

募集職種
事務職 介護職員

人材育成を掲げてスタートした会社です。これまで9年間、未経験の方を採用、エンジニア

として育成して成長してきた会社です。エンジニアの85％は未経験からスタートして現在

活躍しております。

勤務地 福岡県久留米市内 勤務地 福岡県大牟田市新港町6-15 勤務地 東京・大阪・広島・福岡

募集職種
機械設計職 制御設計者 ITエンジニア ネットワークエンジニア

サーバエンジニア

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 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 九州建設株式会社 １０時００分～

2 ロジカル・アーツ株式会社 １０時30分～ 3 株式会社ヒラテ技研 １1時0０分～ 4 株式会社溝田設計事務所 １1時3０分～

5 株式会社ヒューマンライフ １3時００分～ 6 日伸産業株式会社 １3時３０分～ 7 福岡第一交通株式会社 １4時００分～

8 社会福祉法人三井福祉会 １４時３０分～ 9 株式会社三井三池製作所 九州事業所 １５時0０分～ 10 エンライズコーポレーション株式会社 １５時３０分～

http://www.q-shu.co.jp/
http://www.hirate.com/
http://www.mizota-sj.co.jp/
http://www.logical.co.jp/
https://www.nissin-rope.jp/
https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
https://human-life.co.jp/
https://www.mitsuimiike.co.jp/
https://www.enrise-corp.co.jp/
http://www.houseien.net/
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本社所在地 福岡県北九州市 ＵＲＬ https://youme-kitakyushu.co.jp/

従業員数 1780人（うち女性1240人） 設立年月日 1971年2月15日

【８月１７日～８月２０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　８月１８日参加企業

事業内容 スーパーマーケットチェーン「ゆめマート」を展開 業種 卸売・小売業

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 093-602-4689 小山

募集職種
総合職

勤務地 福岡県、山口県、大分県の各店舗

企業ＰＲ

「社員が誇りと喜びを感じ、地域とお客様の生活に貢献し続ける」を理念に人に、

暮らしに、地域に寄り添うスーパーでありたい！人と環境にやさしい高品質で値頃

な商品を提供し続けながらスーパーの新しい時代を一緒に作りませんか!?

業種 医療、福祉 事業内容 高齢者介護及び保育事業を行なっています。 業種 医療、福祉事業内容 工場のラインシステムをつくる産業設備メーカーです。 業種 製造業 事業内容 福祉サービス事業

ＵＲＬ http://houtokukai.com/ 本社所在地 福岡県久留米市 ＵＲＬ http://hijirikai.com/本社所在地 福岡県行橋市福丸770-1 ＵＲＬ https://will-tech.co.jp/ 本社所在地 福岡県田川郡福智町伊方638

設立年月日 1979年8月9日 従業員数 360人（うち女性310人） 設立年月日 1979年10月1日従業員数 59人（うち女性12人） 設立年月日 2004年2月23日 従業員数 246人（うち女性141人）

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 0943-76-9222　内藤採用区分 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

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 田川郡福智町もくは直方市 勤務地 久留米市・小郡市・うきは市　

募集職種
介護職 看護職

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 相談員
募集職種

エンジニア（総合職） CAD
募集職種

支援員 看護師

介護職（パートタイマー） 介護支援専門員

企業ＰＲ

・主要取引先/納入先実績には自動車（完成車メーカーやそのサプライヤー）、建材

メーカー等の多業種に跨ります。・社員の70%が技術者であり20代・30台の若い

社員が活躍しています。

企業ＰＲ

障がいを持つ方の支援を行っています。入社後はずっと同じ施設で働くわけではな

く、異動もあります。資格取得のための助成金制度もあり、さらなるレベルアップ

も可能です。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
「地域のために地域とともに」の理念のもと、開設42周年を迎える社会福祉法人で

す。地域の福祉を担う職員を募集しています。一緒に頑張りましょう。

業種 複合サービス業 事業内容 半導体向け配管加熱ヒーターとファインセラミックスの事業 業種 製造業事業内容 企業運営に必要な「伝票商品」を製造販売する総合印刷業です

 業種 製造業 事業内容 パチンコホール・飲食業・クリーニング&ランドリー・不動産業

ＵＲＬ http://asahi-souko.com/company 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 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 福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21

設立年月日 1975年3月1日 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 170人 設立年月日 1967年1月23日 従業員数 65人（うち女性32人）

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 080-7931-7123 竹下採用区分 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

勤務地 本社（広川町）・久留米市・大野城市 勤務地 福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21 勤務地 福岡県みやま市瀬高町上庄７５９－１

募集職種
設計・製造 営業

募集職種
法人営業職

募集職種
ホールスタッフ 企画・マーケティング

企業ＰＲ

「伝票商品」に特化した業態で、ペーパーレス時代でも堅調に業績を伸ばしていま

す。現在は多角的に展開し、２社のグループ企業化を傘下に幅広い商品を取り扱っ

ています。

企業ＰＲ

サービス業のプロとして、接客サービスのスキル向上には特に力を入れています。

優先すべきは、スタッフがやりがいを感じ主体的にイキイキと働ける職場環境。地

域一番のお店を目指してます。

企業ＰＲ

今後、成長が見込まれる半導体業界が当社の顧客です。特に配管加熱ヒーターは半

導体成長とともに需要増大が見込まれます。

ものづくりに興味がある貴方と仕事を通じて、一緒に成長しませんか？

業種 建設業 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 障がい者支援施設(主に知的障害者の方)、グループホーム 業種 医療、福祉 事業内容 便利で快適そして衛生的な環境を創造する仕事になります。

ＵＲＬ http://www.okata-k.co.jp/recruit.html 本社所在地 福岡県嘉麻市山野875-2 ＵＲＬ https://fukuoka-it-saiyou.com本社所在地 福岡県嘉麻市牛隈1712-7 ＵＲＬ https://kahonosato.jp/ 本社所在地 広島県広島市南区大州2-15-8

設立年月日 1948年6月22日 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 107人（うち女性14人） 設立年月日 1997年7月1日 従業員数 95人（うち女性13人）

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 0948-57-2207　穴井 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

企業ＰＲ

「良質の支援サービスによって安心と快適を提供します。」と言う基本理念の下、

知的障がい者の方が安心して生活できるように日常のお世話をする仕事です。個々

のニーズに合わせたライフスタイルを構築させていただいています。

企業ＰＲ

時代が求める快適環境をお届けしてもうすぐ創業100周年を迎えます。地域密着型

で県内企業から直接仕事を受注しています。本社・営業所とありますが、転勤がな

く地元でずっと働きたい人にはぴったりです。

企業ＰＲ

連絡先 082-282-4301 因幡 採用区分

募集職種募集職種
サポートスタッフ(支援員) 厨房スタッフ（契約）

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 本社所在地又は周辺の事業所 勤務地 福岡市博多区吉塚4-11-34-6号室 勤務地 福岡県嘉麻市

募集職種
施工管理

一般事務（新卒、第2新卒）

システムインテグレーター（新卒、第2新卒、中途）

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 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 株式会社ゆめマート北九州 １０時００分～

2 ウイルテック株式会社 １０時３０分～ 3 社会福祉法人豊徳会 １１時００分～

5 久留米印刷株式会社 １3時００分～

4 社会福祉法人ひじり会 １１時３０分～

6 旭倉庫株式会社 １３時３０分～ 7 ラックデザイン株式会社 １４時００分～

8 社会福祉法人嘉穂の里 １４時３０分～ 9 株式会社大方工業所 １５時００分～ 10 株式会社アプリップリ １５時３０分～

https://youme-kitakyushu.co.jp/
http://houtokukai.com/
http://hijirikai.com/
https://will-tech.co.jp/
http://asahi-souko.com/company
https://jp.luckdesign.jp/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
http://www.okata-k.co.jp/recruit.html
https://fukuoka-it-saiyou.com/
https://kahonosato.jp/
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弊社は、半導体製造に関わる装置や金型の設計・製造を行う半導体封止装置の専業

メーカーです。世界中の半導体メーカー様からオーダーメイドで受注し、ニーズに

合わせ、当社が誇る特許や技術力をもとに提案し装置を作り上げます。

勤務地 福岡市・鹿児島市 勤務地 九州一円の鉄塔建設現場 勤務地 福岡県久留米市東合川5丁目7番8号

募集職種
送電線路建設技能工 海外営業（国内・海外）

企業ＰＲ

当社は2015年5月に九州電力グループの株式会社QTnetのパートナー企業として設

立しました。QTnetが提供する光インターネットや格安スマホなどのサービスを提

案・販売する事業を中心に  展開し、成長を続けています。

企業ＰＲ

私ども西嶋電設は、技術と信頼の理念のもと、九州を中心に送電線事業を通じ電気

の安定供給の一翼を担ってまいりました。基礎・組立・架線から保守までの一貫し

た体制で実績を誇り、業界内でも高い評価と信頼を得ています。

企業ＰＲ

連絡先 092-952-3314　渡部 採用区分

募集職種募集職種
営業職

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 連絡先 092-982-8100  奥山 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1990年1月31日 従業員数 134人（うち女性９人） 設立年月日 1997年7月16日従業員数 26人（うち女性8人） 設立年月日 2015年5月15日 従業員数 51人（うち女性5人）

ＵＲＬ https://www.nden.co.jp/ 本社所在地 福岡県久留米市東合川5丁目7番8号 ＵＲＬ http://asahieng.co.jp/本社所在地 福岡県福岡市中央区天神4-8-２５ ＵＲＬ https://www.enjoy-life.co.jp 本社所在地 福岡県那珂川市松木1-165

業種 建設業 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 「BBIQ」や格安スマホ「QTモバイル」をご案内します。 業種 情報通信業 事業内容 送電線路建設（基礎・組立・架線）及び保守管理

企業ＰＲ

総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室 のインタビュー記事掲載、総務省テレ

ワーク推進企業百選に3年連続入選企業です。福岡だけではなくグローバルな環境で

の勤務などを希望する方ぜひ挑戦してみてください。

企業ＰＲ

リハビリや介護の仕事は、将来性が高くやりがいのある仕事です。資格がなくても

経験を積みながら資格取得を目指すこともできます。人と接することが好きな方、

福祉や介護に関心のある方は是非お気軽にご応募ください。

企業ＰＲ

分野毎に推奨資格を定め社員のスキルアップ及び資格取得に取り組んでいます。

これから自分の可能性を広げ伸ばして行こうとする全ての方に、チャレンジできる

環境をご用意しております。会社の文化は常に社員ファースト！

勤務地 福岡市中央区大名   福岡県朝倉市  各海外拠点 勤務地 福岡県北九州市若松区内の事業所（6ケ所）のいずれか 勤務地 福岡県内（職種による）

エンジニア（ＩＴ情報通信、機械、電気系） 生産サポート職（製造系）

WEBディレクター 外注契約クリエイター(外注契約) 総合職
募集職種

ブリッジSE 海外拠点マネージャー
募集職種

介護職（留学生は介護福祉士資格保持の方を対象）
募集職種

連絡先 093-771-8282　石田 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 連絡先 092-518-3130  出利葉 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 2000年1月7日 従業員数 17500人（うち女性7000人） 設立年月日 2001年9月26日従業員数 11人（うち女性5人） 設立年月日 2018年6月18日 従業員数 128人（うち女性98人）

ＵＲＬ https://www.yoshino-care.com 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46階 ＵＲＬ https://www.agekke.co.jp/本社所在地 福岡県福岡市中央区大名2-1-13 ＵＲＬ https://katsumok.com/ 本社所在地 北九州市若松区浜町1丁目3-1

業種 医療、福祉 事業内容 人材・雇用・事業開発に関わる総合サービス事業 業種 複合サービス業事業内容 ITを中心としたシステムアプリの開発やWEB広告関連 業種 情報通信業 事業内容 通所介護６ケ所/訪問介護/居宅介護支援/放課後等デイサービス

企業ＰＲ
障がい分野の社会福祉法人です。障がい者の自律・自立に向けて、「意思決定支

援」に試行錯誤しながら取組んでいます。
企業ＰＲ

入江建設株式会社は、筑紫野市、地元に根ざした建設会社として個別住宅からＲＣ

鉄骨造まで手掛け、市やメーカーの下請工事を請け負っており、お客様に喜びと

安心をご提供するため、安全かつ堅実な仕事に精進しております。

企業ＰＲ

県内有数の歴史ある社会福祉法人でありながら、近年は介護の質を高める介護記録

システム「Notice」の独自開発でも注目されています。教育担当のチューターに

よるイチからの教育制度で、未経験者も多く育成しています。

勤務地 福岡県春日市星見ヶ丘一丁目８番地 勤務地 筑紫野市上古賀1丁目12-10 勤務地 田川郡福智町弁城4193-28

募集職種
介護職 理学療法士

相談支援員（正規） 居宅介護ヘルパー（契約）
募集職種

生活支援員（正規） 生活支援員（契約）
募集職種

現場管理者

連絡先 092-924-2675 入江　 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 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 092-558-1773　辻　 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

設立年月日 1973年6月1日 従業員数 96人（うち女性48人） 設立年月日 1973年1月9日従業員数 26人（うち女性22人） 設立年月日 2013年3月5日 従業員数 17人（うち女性3人）

ＵＲＬ https://irie-con.com 本社所在地 田川郡福智町弁城4193-28 ＵＲＬ http://www.fukuchikai.jp/本社所在地 福岡県春日市星見ヶ丘一丁目８番地 ＵＲＬ https://swc-harukaze.or.jp/ 本社所在地 筑紫野市上古賀1丁目12-10

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、一緒に働きませんか？「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。

業種 建設業 事業内容 高齢者介護事業 業種 医療、福祉事業内容 障害福祉サービス事業（通所施設・グループホーム等） 業種 医療、福祉 事業内容 建築工事業　木造・ＲＣ・ＲＣ鉄筋の新築工事・改修工事等

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-303-3939 境・村尾・車崎

募集職種
顧客戦略室(コンタクト、商品管理) 経営企画室(人事、総務、経理、広報)

事業戦略室(商品企画開発、新規・既存セールスプロモーション)

勤務地 福岡県福岡市博多区冷泉町9-26

本社所在地 福岡県福岡市博多区冷泉町9-26 ＵＲＬ https://corp.sukoyaka.co.jp/

従業員数 39人（うち女性34人） 設立年月日 1999年4月2日

【８月１７日～８月２０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　８月１９日参加企業

事業内容 健康食品・健康関連商品の通信販売業 業種 卸売・小売業

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 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。）

2 社会福祉法人はるかぜ福祉会 １０時3０分～ 3 入江建設株式会社 １1時００分～ 4 社会福祉法人福智会 １1時3０分～

5 株式会社KATSUMOK １3時００分～ 6 株式会社芳野ケアサポート １3時３０分～ 7 株式会社エイジェック １４時００分～

8 株式会社EnjoyLifeCompany １4時3０分～ 9 西嶋電設株式会社 １５時００分～ 10 アサヒ・エンジニアリング株式会社 １５時3０分～

1 株式会社すこやか工房 １０時００分～

https://www.nden.co.jp/
http://asahieng.co.jp/
https://www.enjoy-life.co.jp/
https://www.yoshino-care.com/
https://www.agekke.co.jp/
https://katsumok.com/
https://irie-con.com/
http://www.fukuchikai.jp/
https://swc-harukaze.or.jp/
https://corp.sukoyaka.co.jp/
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製造職 事務職

【８月１７日～８月２０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　８月２０日参加企業

事業内容 カメラのレンズの金型など、精密な金型の加工を行なっています。 業種 製造業

採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 093-291-1778　高下

募集職種

本社所在地 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津1445-1 ＵＲＬ http://wks-co.com

従業員数 53人（うち女性20人） 設立年月日 1991年4月23日

勤務地 福岡県

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、ぜひ一度来てみてください。

業種 建設業 事業内容 半導体用封止金型及び省力化装置製造 業種 製造業事業内容 JR貨物運送、自社倉庫運営、工場内物流業務、太陽光発電等 業種 運輸・郵便業 事業内容 福岡県内を主に活動している交通安全施設の専門事業です。

ＵＲＬ https://www.futaba-k.com/ 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 福岡県大牟田市不知火町1丁目無番地駅構内 ＵＲＬ http://www.omuta-unso.co.jp/ 本社所在地 福岡市博多区金の隈2-1-30

設立年月日 1981年4月24日 従業員数 66人（うち女性12人） 設立年月日 1986年8月従業員数 119人（うち女性11人） 設立年月日 1927年10月 従業員数 22人（うち女性７人）

連絡先 092-504-5005　星子（ほしこ） 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 連絡先 0944-53-3566 高橋 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 福岡県大牟田市内 勤務地 ①②本社（福岡市博多区）・　①②③④久留米支店（久留米市） 勤務地 福岡県太宰府市水城1-11-11

募集職種
装置設計 電気設計

支店長候補 営業事務 金型設計
募集職種

総合職
募集職種

現場施工補佐 現場施工管理

企業ＰＲ

ワークライフバランスに優れた会社です。運送業の一般的なイメージとは大きく違

います。（例：有給の平均取得日数が18日/年） また、コロナ禍においても安定し

た業績が出ております。（例：2020年度実績賞与3回)

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。交通安全に関わ

る施設の設置・施工管理を行っています。地元福岡県をはじめ、広く社会へ貢献し

ています。弊社で行う社内研修も自慢の一つです。

企業ＰＲ

ＣＡＤを使用しての設計業務になります。最初は不安もあるでしょうが、入社後は

先輩社員が丁寧に指導してくれますので、挑戦してみたい！という気持ちがあれば

大丈夫です。一緒に頑張りましょう！

業種 医療、福祉 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 全国34都道府県でタクシー事業を展開する第一交通グループです。 業種 運輸・郵便業 事業内容 知的障がい者の自立支援、知的障がい児の療育

ＵＲＬ http://fukuoka-ssc.or.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 福岡県北九州市小倉北区下富野3-9-3 ＵＲＬ https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ 本社所在地 福岡市中央区鳥飼２ー４－１６

設立年月日 1999年10月4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 1000人（うち女性150人） 設立年月日 1960年10月 従業員数 140人（うち女性96人）

連絡先 092-738-3312　栗山 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 093-511-8850　江崎 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

勤務地 福岡県内にある営業所（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）の中からご希望の就業場所を選択可能（転勤なし） 勤務地 福岡市内各事業所 勤務地 福岡市中央区那の津・那珂川市今光・糸島市前原中央のいづれか、希望を聞きます。

募集職種
タクシー乗務員

募集職種
タクシードライバー 管理職候補生

募集職種
支援員 支援員(契約社員）

企業ＰＲ

若手や女性のドライバー多数活躍中！「戦略を立てて攻略法を模索する」ゲームの

様な面白さがあるという社員の声も！国交省創設「働きやすい職場認証制度」も取

得！十人十色のやりがいや楽しさがあり、あなたに合った働き方ができます♪

企業ＰＲ

福岡市内９つの事業所にて、幼児期から成人期までの知的障がいのある方を中心に

一人ひとりの「暮らしを支える」「働き（学び）をサポートする」「楽しみを広げ

る」「社会性を育てる」支援を複合的に提供しています。

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。

他にも観光タクシーや介護タクシーと幅広く事業を展開しております。

業種 サービス業 事業内容 情報システムの設計・開発および保守 業種 情報通信業事業内容 建物に備わっている電気設備（エアコン・照明等）の商材販売 業種 卸売・小売業 事業内容 エンジニアリングソリューション事業

ＵＲＬ https://www.nes-eng.net 本社所在地 福岡市博多区博多駅前3-22-6 ＵＲＬ http://www.soft-kyushu.co.jp/本社所在地 福岡県久留米市東櫛原町871 ＵＲＬ http://www.hiraokadenki.co.jp 本社所在地 東京都千代田区丸の内3-4-2　新日石ビル9階

設立年月日 2003年9月10日 従業員数 72人（うち女性9人） 設立年月日 2000年9月1日従業員数 170人（うち女性25人） 設立年月日 1965年8月21日 従業員数 170人

連絡先 092-753-7163 児島 採用区分

募集職種

新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 092-432-6777 松本採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生 連絡先 0942-30-6262 稲吉 採用区分 新卒　・　第２新卒　・　中途　・　留学生

システムエンジニア プログラマー
募集職種

営業職（ルート営業）
募集職種

ITエンジニア職 ネットワークエンジニア職

企業ＰＲ

生活に欠かせない電気設備の商品・材料を、電気工事会社様へ販売しています。

創業144年目の老舗企業、働いているのは平均年齢32歳の若い社員です。

家族の様な社風、社員同士の仲の良さ、居心地の良さが一番の自慢です！

企業ＰＲ
国立大学との共同研究や大手メーカーとのコラボレーションにより多種多様

な技術領域でスキルを身に付けることができます。
企業ＰＲ

当社には、行政・自治体が所管する公共機関や、金融、製造業など多岐分野に渡る

全国規模のシステム開発を手掛けてきた実績があります。さらに10年を超える長い

スパンでのお取引が多いのも、信頼度の高さの証といえます。

勤務地 福岡市（南区・西区・東区・城南区）、春日市、久留米市、朝倉市、大牟田市、八女市、大川市、佐賀市、玉名市　等 勤務地 福岡県福岡市中央区大名2-4-30　西鉄赤坂ビル9階 勤務地 福岡または東京

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 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。）

2 大牟田運送株式会社 １0時3０分～ 3 双葉工業株式会社 １1時００分～ 4 株式会社エヌ．エフ．テイ １1時3０分～

5 北九州第一交通株式会社 １3時００分～ 6 社会福祉法人福岡障害者支援センター １3時3０分～ 7 西日本自動車株式会社 １4時0０分～

8 平岡電気株式会社 １4時3０分～ 9 日本エンジニアリングソリューションズ株式会社 １5時００分～ 10 株式会社ソフト九州 １５時３０分～

1 株式会社ワークス １０時００分

http://wks-co.com/
https://www.futaba-k.com/
https://www.nft-g.co.jp/
http://www.omuta-unso.co.jp/
http://fukuoka-ssc.or.jp/
http://www.nishinihon-taxi.com/
https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
https://www.nes-eng.net/
http://www.soft-kyushu.co.jp/
http://www.hiraokadenki.co.jp/

