
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 福岡酸素株式会社 その他 高圧ガスの製造並びに販売。高圧ガスプラントの設計施工など ● ● ●

10:30～11:00 2 日本トレクス株式会社 製造業 トレーラ、タンクなどの各種部品などの輸送用機器の製造販売 ● ● ●

11:00～11:30 3 社会福祉法人　翔朋会 医療、福祉 社会福祉事業　(障がい者支援施設、グループホーム等) ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社ワークス 製造業 超精密なカメラのレンズの金型などを製造しています。 ● ●

13:00～13:30 5 株式会社ハウテック 情報通信業 建築用ＣＡＤソフトの開発及び販売 ● ● ●

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６ケ所／訪問介護／居宅介護支援／放課後等デイサービス ● ● ● ●

14:00～14:30 7 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 ● ● ● ●

14:30～15:00 8 株式会社　エクス・ライフ 医療、福祉 地域密着型通所介護・訪問介護・有料老人ホーム・居宅介護支援 ● ● ●

15:00～15:30 9 吉川工業株式会社 製造業 鉄鋼を中心にRFID・AIなど様々な分野に取り組んでいます！ ● ●

15:30～16:00 10 あなぶきメディカルケア株式会社 医療、福祉 介護関連事業（介護、有料老人ホーム）不動産管理業、広告事業他 ● ● ●

10:00～10:30 1 株式会社すこやか工房 卸売・小売業 健康食品や健康関連商品の企画開発／販売をおこなう通信販売会社 ● ● ●

10:30～11:00 2 西嶋電設株式会社 建設業 電気工事業（送電線路建設及び保守管理） ● ● ●

11:00～11:30 3 社会福祉法人 福岡障害者支援センター医療、福祉 知的障がい者への身辺自立、作業・就労訓練への支援 ● ● 経験者のみ

11:30～12:00 4 株式会社サン電工社 建設業 建設業電気工事・通信工事の設計、施工、施工管理、保守 ● 経験者のみ ●

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「伝票製品」に特化した総合印刷業 ● ● ●

13:30～14:00 6 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・就労継続支援B型 ● ● ●

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とファインセラミックスの製造販売 ● ● 経験者のみ ●

14:30～15:00 8 株式会社ネクステップ 不動産業等 不動産管理業 ● ● ●

15:00～15:30 9 社会福祉法人 年長者の里 医療、福祉 高齢者介護・福祉事業 ● ● 経験者のみ

15:30～16:00 10 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ 情報通信業 ウェブサイト制作、サイト構築、ECサイト構築などを行っている ● ●

10:00～10:30 1 アサヒ・エンジニアリング株式会社 製造業 半導体製造装置の設計・製造・販売を行う専業メーカーです。 ● ● ●

10:30～11:00 2 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 ● ● ● ●

11:00～11:30 3 株式会社コスモプラス 卸売・小売業 健康食品・無添加食品など健康関連商品の卸および直販。 ● ● ●

11:30～12:00 4 社会福祉法人  上横山福祉会 医療、福祉 障害福祉サービスの提供。 ● ● ●

13:00～13:30 5 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 ● ● ●

13:30～14:00 6 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 ● ● ●

14:00～14:30 7 株式会社EnjoyLifeCompany 情報通信業 BBIQ、QTモバイルなど通信サービス関連の販売 ● ● ●

14:30～15:00 8 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 ● ● ●

15:00～15:30 9 株式会社アスパーク その他 電気自動車開発、技術系アウトソーシング、ITソフトウェア ● ● ● ●

15:30～16:00 10 日本ソフト技研株式会社 情報通信業 システム開発およびサーバ及びネットワーク設計及び構築 ● ●

10:00～10:30 1 株式会社　ビッグモーター 卸売・小売業 中古車・新車販売及び買取業務。車に関する全ての事業 ● ● ● ●

10:30～11:00 2 ウイルテック株式会社 その他 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 株式会社エイエイエス 情報通信業 システム開発・導入・支援 ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社アビタシオン 医療、福祉 有料老人ホームの運営 ● ● ●

13:00～13:30 5 株式会社イーサポート 情報通信業 モバイル事業・法人ソリューション事業・プレミアム事業 ● ● ●

13:30～14:00 6 北九州第一交通株式会社 運輸・郵便業 公共交通機関として、地域の皆様の「生活」を支えています。 ● ● ● ●

14:00～14:30 7 株式会社ウェルフェアネット 医療、福祉 グループホーム・小規模多機能型居宅介護施設の運営 ● ● ●

14:30～15:00 8 株式会社グリーム 情報通信業 医療機関向け自社パッケージソフトの開発及び販売 ● ● ●

15:00～15:30 9 社会福祉法人　正勇会 医療、福祉 老人福祉事業（介護老人福祉施設、通所介護ほか）、認可保育所 ●

15:30～16:00 10 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。 ● ●

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 - - - -

【9月７日～9月1０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト

9月7日

9月8日

9月9日

9月10日



福岡県各種登録マークのご案内

福岡県介護応援宣言の登録

この制度は、企業・事業所のトップが、従業員の仕事と介護の両立を応援する取組を自主的に宣言し、それを県が登録するものです。

福岡県移住・就業マッチングサイトの登録

※左記マークはウェブ合同会社説明会でのみ用いられるもので、公式に利用されるものではありません。

福岡県が運営する「福岡県移住・就業マッチングサイト」に求人情報を掲載している企業です。

福岡県移住支援事業との連携により、三大都市圏（東京圏・名古屋圏・大阪圏）から福岡県に移住し、「福岡県移住・就業マッチングサイト」に掲載された法人に

就職された方で、移住支援金の支給要件を満たす方に移住支援金を支給します。

ふくおか　よかばい・かえるばい企業の登録

福岡県子育て応援宣言の登録

この制度は、企業・事業所のトップが、従業員の仕事と子育ての両立を応援する取組を自主的に宣言し、それを県が登録するものです。

厚生労働大臣の認定（くるみん認定）

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定

めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることが

できます。 この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

県内の各事業所が、「よかばい」として余暇を増やす年休取得促進や「かえるばい」として定時退社して残業を削減するなど、働き方を見直すための取組みを宣言

して実行するものです。



高圧ガスの製造並びに販売　高圧ガスプラントの設計施工など

超精密なカメラのレンズの金型などを製造しています。

建築用ＣＡＤソフトの開発及び販売 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 自動車・物流・産業機械・プラント・造船・ソフトウェア・建築

地域密着型通所介護・訪問介護・有料老人ホーム・居宅介護支援 鉄鋼を中心にRFID・AIなど様々な分野に取り組んでいます！ 介護関連事業（介護、有料老人ホーム）不動産管理業、広告事業他

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

①機械設計技術者　②電気・電子設計技術者　③システムエンジニア　④建築設計技術者

750人（うち女性600人）

連絡先： 087-825-0561　朝日連絡先： 092-400-1135　永尾 連絡先： 093-671-8636　蓑田

香川県 従業員数:

事業内容：事業内容： 事業内容：

業種： 医療、福祉業種：

新工場オープンの為、スタッフ大募集！！トレーラ国内シェアNo.1！未経験者も正社員として

採用！ディーラー、整備工場での経験がある方は経験を活かせます。夜勤なし、年間休日123日

でプライベートも充実

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

本社所在地：本社所在地： 本社所在地：

勤務地： 勤務地：

愛知県豊川市 従業員数: 1103人（うち女性126人）

①現業職

新卒・第2新卒・中途

業種：

ＵＲＬ： http://www.anabuki-medical.jp/

企業PR：
ご入居者様との1対1のケアが特徴です。1人1人に寄り添いながら、ご入居者様の自分らしさを

支えるために日々スタッフが考えています。また新卒入社スタッフの半数が介護無資格、未経験

入社も特徴の1つです。

①理系総合職（電気、機械、情報、化学）　②文系総合職

新卒・第2新卒

①介護スタッフ　②看護師

新卒・第2新卒・中途

福岡市内3施設

本社所在地：

ＵＲＬ： www.exlife.biz

企業PR：
2008年に小規模の通所介護からスタートし、現在はケアプランをはじめ訪問介護などの介護

サービスを総合的に提供しております。これから迎える超高齢社会において全ての人をサポート

できる福祉企業として頑張ってまいります。

ＵＲＬ： https://www.ykc.co.jp/

企業PR：

勤務地： 勤務地： 北九州、室蘭、東京、君津、名古屋、堺、広畑、光、大分 勤務地：福岡市南区

BtoB総合メーカーです。当社の知名度は決して高くありません。しかし、スマートフォンの部

品や、コンビニ商品の製造機器等を製造しており、陰で支えています。ぜひ、共に便利な世界を

支える仕事をしませんか？

本社所在地： 本社所在地： 北九州市八幡東区 従業員数: 1600人（うち女性160人）

ＵＲＬ：

企業PR：

https://www.houtec.co.jp

住宅建築用CADソフトを開発しつづけて35年、福岡に根ざし全国に向けて活動しており

ます。設計から提案、見積、構造計算まで行えるシステム性能で15000社以上の企業に

ご利用頂いております。

ＵＲＬ： https://yoshino-care.com

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。

ＵＲＬ： http://www.hirate.com/

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。

424人（うち女性67人）

勤務地： 勤務地： 勤務地：

新卒・第2新卒・中途・留学生

福岡、愛知、静岡、東京、滋賀

福岡市博多区 本社所在地：本社所在地：

①プログラマー、SE ②CADオペレーター ③コールセンター

新卒・第2新卒・中途

福岡市博多区

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

本社所在地：従業員数: 23人（うち女性6人）

①介護職（留学生は介護福祉士資格保持の方を対象）

連絡先： 092-477-9811　杉原連絡先： 092-474-3340　武田 連絡先： 093-771-8282　石田

北九州市若松区 従業員数: 125人（うち女性98人） 愛知県名古屋市中区 従業員数:

業種： その他業種： 情報通信業 業種： 医療、福祉

事業内容：事業内容： 事業内容：

福岡県小郡市三沢 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津

http://shouhoukai.jp/

企業PR：
当法人では資格無しでも活躍できるように、先輩スタッフから多くを学び、利用者様に喜ばれる

ようなサービス提供を目指していただきます。年間休日は１２０日以上で、各種手当も充実。シ

フトは希望を考慮して調整しています。

ＵＲＬ： ＵＲＬ：

企業PR：

http://wks-co.com
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甲斐があります。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。

ＵＲＬ：

企業PR：

http://www.trex.co.jp/

勤務地： 北九州市門司区

製造業業種： 製造業 業種： 医療、福祉

連絡先： 093-291-1778　高下連絡先： 0533-72-3193　イシイ　 連絡先： 0942-75-4190　教山

九州各地の事業所

https://fksanso.co.jp

事業内容：事業内容： 事業内容： 社会福祉事業　(障がい者支援施設、グループホーム等)トレーラ、タンクなどの各種部品などの輸送用機器の製造販売

新卒・第2新卒・中途

その他

連絡先： 0942-33-0412　中野

勤務地：

【9月７日～9月1０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　9月７日参加企業リスト

事業内容：

福岡県小郡市三沢 従業員数: 50人（うち女性28人）

①生活支援員（正社員）②生活支援員（契約社員）③世話人（パート）

新卒・第2新卒・中途

企業PR：

ＵＲＬ：

九州一円に拠点を設け、ガスの販売からエンジニアリング、複合エネルギーの提案など、幅広くガ

ス事業を展開しています。高い技術力と地域密着の営業でお客様との信頼関係を構築し、地元九州

の発展に貢献してきました。

遠賀郡遠賀町 従業員数: 54人（うち女性21人）

①製造職　②事務職

新卒・第2新卒

本社所在地： 福岡県久留米市 従業員数: 387人（うち女性63人）

①営業　②技術

業種：

新卒・第2新卒・中途・留学生

福岡県北九州市若松区内の事業所（6ケ所）のいずれか

福岡県 従業員数: 13人（うち女性10人）

①サービス提供責任者　②生活相談員

新卒・第2新卒・中途

医療、福祉 業種： 製造業

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。）

7 株式会社ヒラテ技研 １４時００分～５ 株式会社ハウテック １3時００分～

２ 日本トレクス株式会社 １０時３０分～

９ 吉川工業株式会社 １５時００分～

4 株式会社ワークス １1時３０分～

6 株式会社芳野ケアサポート １3時3０分～

8 株式会社エクス・ライフ １4時3０分～ 10 あなぶきメディカルケア株式会社 １５時3０分～

http://www.anabuki-medical.jp/
http://www.exlife.biz/
https://www.ykc.co.jp/
https://www.houtec.co.jp/
https://yoshino-care.com/
http://www.hirate.com/
http://shouhoukai.jp/
http://wks-co.com/
http://www.trex.co.jp/
https://fksanso.co.jp/


健康食品や健康関連商品の企画開発／販売をおこなう通信販売会社

知的障がい者への身辺自立、作業・就労訓練への支援

企業運営に必要な「伝票製品」に特化した総合印刷業

高齢者介護・福祉事業 ウェブサイト制作、サイト構築、ECサイト構築などを行っている

本社所在地： 福岡県那珂川市 従業員数: 51人（うち女性5人） 本社所在地： 福岡市中央区

新卒・第２新卒・中途・留学生

勤務地：

募集職種： 募集職種： 募集職種：

新卒・第２新卒・中途 新卒・第2新卒・中途

福岡市（中央区鳥飼または西区愛宕南）

①人事・総務・経理・広報（経営企画室）　②新規・既存セールスプロモーション・商品企画（事業戦略室） ③CSセンター・商品管理（顧客戦略室） 

新卒・第2新卒・中途

勤務地：

連絡先： 092-303-3939　村尾

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数:

ＵＲＬ： https://corp.sukoyaka.co.jp/

企業PR：

すこやか工房には夢・目標に向かい、仕事にやりがいや誇りを持って働く「輝く大人」がいます。

自分の成長＝会社の成長　を実感しながら自分達で会社の未来を創っていく。

「私がいないといけない会社」と胸を張って一緒に働きませんか？

電気工事・通信工事の設計、施工、施工管理、保守電気工事業（送電線路建設及び保守管理）

従業員数: 140人（うち女性96人） 本社所在地： 福岡市中央区 従業員数: 109人（うち女性31人）

建設業 業種： 医療、福祉 業種：

【9月７日～9月1０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　9月8日参加企業リスト

事業内容：

業種： 卸売・小売業

募集職種：

採用区分：

①送電線路建設技能工　②送電線路建設管理技術職 ①支援員（正社員）　②支援員（契約社員） ①総合職（新卒）②技術職（中途）

建設業

連絡先： 092-952-3314　渡部 連絡先： 092-738-3312　栗山 連絡先： 092-771-7641　岩崎

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種：

採用区分： 採用区分： 採用区分：

企業PR：

私どもは九州を中心に送電線事業を通し電気の安定供給に携わっています。「技術と信頼」の企

業理念のもと、基礎・組立・架線から保守に至るまでの一貫した体制で高い事業実績を誇り、業

界内でも高い評価と信頼をいただいております。

企業PR：

福岡市内９つの事業所にて、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、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。

ＵＲＬ： https://www.nden.co.jp/ ＵＲＬ： http://fukuoka-ssc.or.jp/ ＵＲＬ： https://www.sandenko.co.jp/

勤務地： 福岡市内各事業所 勤務地：

事業内容： 事業内容： 事業内容：通所介護・児童発達支援・放課後デイ・就労継続支援B型 半導体向け配管加熱ヒータとファインセラミックスの製造販売

業種： 製造業

連絡先： 0943-32-5511　長田 連絡先： 080-5206-8553　木村 連絡先： 080-7931-7123　竹下

業種： 製造業 業種： 医療、福祉

本社所在地： 福岡県みやま市 従業員数: 9人（うち女性7人）190人（うち女性120人）本社所在地： 八女郡広川町 従業員数: 170人（うち女性60人） 本社所在地： 久留米市野中町 従業員数:

勤務地： 勤務地： 久留米市・八女市・筑後市・福岡市博多区　（住まいを配慮） 勤務地：

①製造技術、設計　②営業

新卒・第2新卒・中途 新卒・第2新卒・中途・留学生

①介護スタッフ（無資格・介護福祉士・社会福祉士等）　②介護スタッフ（無資格・介護福祉士・社会福祉士等）（パート常勤・非常勤）

③児童指導員（保育士・社会福祉士・教員免許）　　　　④児童指導員（保育士・社会福祉士・教員免許）（パート常勤・非常勤）

新卒・第2新卒・中途

①法人営業職 募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

企業PR：
印刷業の中でも、「伝票製品」に特化した専門性で西日本ＴＯＰクラスの設備群と首都圏までを

網羅した営業網の強さに特徴があります。理念は「皆で稼ぎ、皆へ還元する」経営方針です。
企業PR：

人間関係を大切にしています。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。

企業PR：
縫製技術を使った配管加熱ヒータを製造。顧客は半導体工場、半導体製造装置向けであ

り、今後成長が期待される分野です。現在製造のDX化を進めており、若い人の力を必要

としております。

ＵＲＬ： http://www.kurume-insatsu.co.jp ＵＲＬ： https://www.iki2-k.com/ ＵＲＬ： https://jp.luckdesign.jp/

事業内容： 事業内容： 事業内容：

情報通信業

連絡先： 092-289-3040　吉田 連絡先： 093-652-3939  大澤・鶴田 連絡先：

業種： 不動産業等 業種： 医療、福祉 業種：

050-3138-4152　瀬戸

40人（うち女性34人）

福岡市博多区冷泉町9-26

①九州一円　②長崎県大村市

本社（広川町）・久留米市・大野城市・大阪市・東京都

企業PR：
那珂川市を中心に30年以上の歴史があり、地元でのシェア率は地域No.1を誇ります。景気の波

に左右されにくい賃貸管理業を主軸としており、転勤等もありませんので、じっくりと腰を据え

て業務を身につけていくことが出来ます。

企業PR：
北九州市で71年の歴史があり、ほぼすべての福祉・介護施設を整え32の施設を持つ大規

模な特定社会福祉法人です。
企業PR：

中小・小規模企業専門のウェブサイト構築専業企業。社員の働きがいの実現を一番の経営理念と

し、「ありがとう」を貰えることを一番の喜びとして25年。制作社員は全員永久テレワーク。

実家からの勤務もできます。

ＵＲＬ： http://www.next-step.co.jp ＵＲＬ： http://n-sato.com/ ＵＲＬ： https://ycomps.co.jp

勤務地： 勤務地： 勤務地：

福岡県みやま市

不動産管理業

新卒・第2新卒・中途

①メンテナンススタッフ（賃貸管理）　②原状リフォーム担当

618人（うち女性467人） 本社所在地：

介護職員

本社所在地： 本社所在地： 北九州市八幡東区

新卒・第２新卒・中途

那珂川市中原 北九州市内にある各拠点（小倉北区・八幡東区・八幡西区）

福岡市博多区

①営業職　 ②制作職募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

新卒・第2新卒

本社と同じ

従業員数:那珂川市中原 従業員数: 40人（うち女性18人） 従業員数: 7人（うち女性4人）

採用区分：

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 株式会社すこやか工房 １０時００分～

2 西嶋電設株式会社 １０時3０分～ ３ 社会福祉法人 福岡障害者支援センター １1時００分～ ４ 株式会社 サン電工社 １１時3０分～

5 久留米印刷株式会社 １３時００分～ 6 有限会社いきいきリハビリケア １3時3０分～ ７ ラックデザイン株式会社 １４時００分～

８ 株式会社ネクステップ １４時３０分～ 9 社会福祉法人 年長者の里 １５時００分～ 10 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ １5時３０分～

https://corp.sukoyaka.co.jp/
https://www.nden.co.jp/
http://fukuoka-ssc.or.jp/
https://www.sandenko.co.jp/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
https://www.iki2-k.com/
https://jp.luckdesign.jp/
http://www.next-step.co.jp/
http://n-sato.com/
https://ycomps.co.jp/


360人（うち女性310人）

一般乗用旅客自動車運送事業　訪問介護事業

システム開発およびサーバ及びネットワーク設計及び構築

【9月７日～9月1０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　9月9日参加企業リスト

事業内容：

業種： 製造業

募集職種：

採用区分：

募集職種： 募集職種： 募集職種：

①営業職（国内・海外）

新卒・第2新卒・中途

勤務地：

連絡先： 0942-41-1511　仲

本社所在地： 久留米市東合川 従業員数: 138人（うち女性9人）

ＵＲＬ： https://asahieng.co.jp/

企業PR：
当社は、半導体オートモールド装置の専業メーカーです。当社の営業チームは、国内外のお客様と

密に連絡を取り合うので大きな信頼を頂いております。高い自由度の中、のびのびと仕事に打ち込

むことが出来るのが特徴です。

医療、福祉

連絡先： 連絡先： 092-451-0625　南 連絡先： 0943-30-3001　松門

事業内容： 事業内容： 健康食品・無添加食品など健康関連商品の卸および直販 事業内容：

業種： 医療、福祉 業種： 卸売・小売業 業種：

本社所在地： 久留米市田主丸町 従業員数: 本社所在地： 福岡市博多区

①介護職　②看護師　③介護職（パートタイマー）　④相談員 ①総合職 生活支援員

新卒・第2新卒・中途・留学生 新卒・第2新卒・中途採用区分： 採用区分： 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

ＵＲＬ： https://www.k-fukushikai.or.jp

従業員数: 48人（うち女性25人） 本社所在地： 福岡県八女市馬場 従業員数: 106人（うち女性68人）

勤務地： 勤務地： 福岡、北九州、長崎、佐世保、大分、熊本、鹿児島、広島 勤務地： 福岡県八女市馬場

事業内容： 事業内容： 事業内容：

企業PR：

「地域のために地域とともに」の理念のもと、開設42周年の社会福祉法人です。勤務地も久留

米市、小郡市、うきは市にあり、施設も複数あるので、勤務場所や介護事業所の希望も出来ま

す。一緒に地域を盛り上げて行きましょう。

企業PR：
創業以来、予防医学を推進し、健康に関する正しい知識の提供と品質にこだわった商品の提供を

続けてきました。全員で築く会社という理念の基、20代～30代の社員を中心に、お客様を大切

にし、会社を盛り立てています。

企業PR：

当施設は、2018年４月に、施設移転した新しい施設で、多くの方が育児休業を取得され、離職

率が少なく、女性の管理職も多く、働きやすい職場です。資格取得にも配慮し、福祉に関する資

格を働きながら取得した実績があります。

ＵＲＬ： http://hijirikai.com/ ＵＲＬ： http://www.cosmoplus.co.jp

BBIQ、QTモバイルなど通信サービス関連の販売

業種： 情報通信業

連絡先： 0574-27-2520　三品 連絡先： 092-761-7150　松山 連絡先： 092-982-8100　南

業種： サービス業 業種： 運輸・郵便業

新卒・第2新卒・中途 新卒・第2新卒・中途

①タクシー乗務員

新卒・第2新卒・中途

①機械設計　②電気設計　③CADオペレータ
募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

営業職

本社所在地： 福岡市中央区 従業員数: 28人（うち女性8人）288人（うち女性13人）本社所在地： 岐阜県加茂郡 従業員数: 350人（うち女性120人） 本社所在地： 福岡市中央区 従業員数:

福岡市・鹿児島市

ＵＲＬ： http://www.techno-line.jp ＵＲＬ： https://nishinihon-taxi.com/ ＵＲＬ： https://www.enjoy-life.co.jp

勤務地： 福岡市博多区 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　いづれか希望を一番に考慮 勤務地：

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！

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。

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。

092-741-0111　樋口 連絡先：

業種： 医療、福祉 業種： その他 業種：

事業内容： 障害福祉サービス事業 事業内容： 事業内容：

092-845-2760　山本

電気自動車開発、技術系アウトソーシング、ITソフトウェア

連絡先：

半導体製造装置の設計・製造・販売を行う専業メーカーです

福岡県久留米市

高齢者介護及び保育事業

0943-76-9222　内藤

久留米市、小郡市、うきは市

障害福祉サービスの提供

機械設計・電気制御設計・ソフトウェア開発・翻訳業務

企業PR：
障害福祉サービスを障がい者に提供しています。障がい者のＱＯＬの向上

に取組んでいます。
企業PR：

世界一面白い会社になるという思いで、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。「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：
最新最先端のソフト開発力と技術力で、航空宇宙分野をはじめ大規模シス

テムの開発支援を行っています。

ＵＲＬ： https://swc-harukaze.or.jp/ ＵＲＬ： https://www.aspark.co.jp/ ＵＲＬ： www.e-nstec.com

勤務地： 勤務地： 勤務地：

新卒・第2新卒・中途・留学生

①生活支援員　②生活支援員（契約社員）

3000人（うち女性1000人） 本社所在地：

①開発職(機械・電気・IT・化学)　②総合職(人材コンサルタント)募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

本社所在地： 本社所在地： 大阪市北区

新卒・第2新卒・中途

福岡県春日市星見ヶ丘一丁目８番地 ご希望に沿います

東京都国立市

①システムエンニジア　 ②プログラマ

新卒・第2新卒

福岡、東京

従業員数:

情報通信業

春日市星見ヶ丘 従業員数: 27人（うち女性23人） 従業員数: 98人（うち女性15人）

092-558-1773　辻 連絡先：

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 アサヒ・エンジニアリング株式会社 １０時００分～

2 社会福祉法人 ひじり会 １０時３０分～ ３ 株式会社コスモプラス １１時００分～ 4 社会福祉法人 上横山福祉会 １1時3０分～

5 株式会社テクノ・ライン １３時００分～ ６ 西日本自動車株式会社 １３時３０分～ 7 株式会社EnjoyLifeCompany １4時００分～

8 社会福祉法人はるかぜ福祉会 １４時３０分～ ９ 株式会社アスパーク １５時００分～ 10 日本ソフト技研株式会社 １5時３０分～

https://asahieng.co.jp/
https://www.k-fukushikai.or.jp/
http://hijirikai.com/
http://www.cosmoplus.co.jp/
http://www.techno-line.jp/
https://nishinihon-taxi.com/
https://www.enjoy-life.co.jp/
https://swc-harukaze.or.jp/
https://www.aspark.co.jp/
http://www.e-nstec.com/


有料老人ホームの運営

【9月７日～9月1０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト　9月10日参加企業リスト

事業内容： 中古車・新車販売及び買取業務・車に関する全ての事業

業種： 卸売・小売業

募集職種： ①営業職　②一般職　③技術職

採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生

勤務地： 福岡県内　※職種によって配属可能な店舗が異なる

連絡先： 092-292-6571　中島

本社所在地： 東京都港区 従業員数: 6000人

ＵＲＬ： http://www.bigmotor.co.jp/

企業PR：
車に関する全てのニーズにお応えする「総合提案型企業」です。お客様の人生を豊かにする仕事で

す。「流した汗に正当な評価を」を経営理念にし、実績を正当に評価する会社です！性別・年齢・

学歴は一切問いません。

医療、福祉

連絡先： 080-8366-7643　緒方 連絡先： 080-7893-1516　大島 連絡先： 092-272-0772　井地口

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。　 事業内容： システム開発・導入・支援 事業内容：

業種： その他 業種： 情報通信業 業種：

募集職種： ①エンジニア（総合職）　②製造員（電気・組立）　③購買調達　④CADオペレーター 募集職種： ①システムエンジニア（基幹システム（ＥＲＰ）　 ②システムエンジニア（クラウド基盤（設計・構築・保守） 募集職種： ①介護職

従業員数: 189人 本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 580人（うち女性350人）本社所在地： 福岡県 従業員数: 58人（うち女性11人） 本社所在地： 東京都

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

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： 福岡市内 勤務地： 福岡市博多区または福岡市中央区

採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

企業PR：
ウイルテックはSIerであり、FA・IT・Vision の技術を用いて “Smart Factory” を提

案します。設計から据付までを社内で展開することで、柔軟な開発を実現しています。 企業PR：
福岡本社を立ち上げて３年目になります。

一緒に福岡本社を盛り上げて頂ける方を募集しております。
企業PR：

当社は1984年に第一号の老人ホームを開設後、現在全国各地に、老人ホームの新規開設や

M&Aを行っており、事業を拡大しております。介護未経験の方でも先輩社員がしっかりと指導

を行い、資格も無料で取ることが可能です。

ＵＲＬ： https://will-tech.co.jp/ ＵＲＬ： http://www.aasc.co.jp/ ＵＲＬ： http://www.habitation.co.jp/

事業内容： モバイル事業・法人ソリューション事業・プレミアム事業 事業内容： 公共交通機関として、地域の皆様の「生活」を支えています。 事業内容： グループホーム・小規模多機能型居宅介護施設の運営

連絡先： 092-481-2340　荒木 連絡先： 093-511-8850　江崎 連絡先： 092-582-0757　平山

業種： 情報通信業 業種： 運輸・郵便業 業種： 医療、福祉

募集職種： ①接客販売職　②法人営業職　③イベント販売職　④経営マネジメント職 募集職種： ①タクシードライバー　②管理職候補生 募集職種： ①介護職（正社員）　②介護職（パート）

従業員数: 1000人（うち女性150人） 本社所在地： 福岡県春日市須玖北 従業員数: 111人（うち女性89人）本社所在地： 飯塚市新立岩 従業員数: 390人 本社所在地： 北九州市小倉北区

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： ①各店舗　②福岡本部　③各イベント会場　④配属事業部に準ずる 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： 春日市・大野城市・筑紫野市

採用区分： 新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生

企業PR：

当社は年齢や性別等に関係なく、一人ひとりの頑張りをしっかりと評価します。また産休・育休

はもちろん、様々な制度が充実しているほか、残業の削減にも徹底的に取り組んでおり、メリハ

リをつけて長く働ける環境を整えています。

企業PR：

若手や女性ドライバーも多数活躍中！「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：
筑紫野市・大野城市・春日市に介護施設7事業所を運営。

家訓　あるがままに　楽しく　ゆったりと

ＵＲＬ： https://www.e-sapo.co.jp/ ＵＲＬ： https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ ＵＲＬ： http://care-net.biz/40/welfare-sawayaka/

事業内容： 医療機関向け自社パッケージソフトの開発及び販売 事業内容： 老人福祉事業（介護老人福祉施設、通所介護ほか）、認可保育所 事業内容： 人材、雇用、事業開発に関わるサービス業務全般

連絡先： 093-583-1002　重延・有馬 連絡先： 093-511-1213　髙尾 連絡先： 092-272-2300　伊集院

業種： 情報通信業 業種： 医療、福祉 業種： 複合サービス業

募集職種： ①営業　②SE・PG　 募集職種： ①-①介護職員リーダー候補 ①-②介護職員 ②機能訓練指導員 ③保育士 ④管理栄養士 募集職種： ①エンジニア職（機械・電気・情報IT・化学）　②ファクトリーサポート職（製造オペレータ・検査・品質）③総合職


従業員数: 479人（うち女性335人） 本社所在地： 東京都新宿区 従業員数: 17400人（うち女性6900人）本社所在地： 北九州市小倉北区 従業員数: 53人（うち女性22人） 本社所在地： 北九州市小倉北

採用区分： 新卒・第2新卒

勤務地： 福岡県北九州市、東京都港区 勤務地： ①-①、①-②、②ソレイユ中井、ソレイユ浅野、ソレイユ北小倉　③北九州ソレイユ保育園、曽根ソレイユ保育園　④ソレイユ直方、ソレイユ遠賀、ソレイユ芦屋 勤務地： 職種による。ご相談可

採用区分： 新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒

企業PR：
病院や福祉施設向けのパッケージシステムの開発、販売をしており、創業20年以上の実

績と日本全国1,000件以上の納入実績があります。2年前には東京支店設立し、ますます

成長していく会社です。

企業PR：
北部九州一円に老人福祉事業、保育事業を展開する社会福祉法人です。ご利用者の個人

の尊厳と人権の尊重を第一に、地域に開かれた施設として、永続的に発展する法人を目

指しています。

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。

ＵＲＬ： https://www.gleam-kokura.co.jp/ ＵＲＬ： http://www.soreiyugroup.or.jp/ ＵＲＬ： https://www.agekke.co.jp/

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 ビッグモーター １０時００分～

２ ウイルテック株式会社 １０時３０分～ ３ 株式会社エイエイエス １1時００分～ 4 株式会社アビタシオン １１時3０分～

5 株式会社イーサポート １３時００分～ ６ 北九州第一交通株式会社 １３時３０分～ 7 株式会社ウェルフェアネット １４時００分～

８ 株式会社グリーム １４時３０分～ ９ 社会福祉法人 正勇会 １５時００分～ 10 株式会社エイジェック １５時３０分～

http://www.bigmotor.co.jp/
https://will-tech.co.jp/
http://www.aasc.co.jp/
http://www.habitation.co.jp/
https://www.e-sapo.co.jp/
https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
http://care-net.biz/40/welfare-sawayaka/
https://www.gleam-kokura.co.jp/
http://www.soreiyugroup.or.jp/
https://www.agekke.co.jp/

