
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 株式会社グッデイ 卸売・小売業 ホームセンター・グッデイの経営 ● ● 経験者のみ

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 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 ● ● ●

11:30～12:00 4 キヤノン電子テクノロジー株式会社 情報通信業 自社ソリューションの開発、システム開発、ネットワーク設計 ● ● ●

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 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 株式会社シーディア 情報通信業 LSIを主体としたエンジニアリング及びソリューション事業 ● ● ●

14:30～15:00 8 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

15:00～15:30 9 株式会社アメニティライフ 医療、福祉 有料老人ホームの運営、通所介護等の介護サービス事業 ● ● ●

15:30～16:00 10 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 ● ● ●

10:00～10:30 1 エフコープ生活協同組合 複合サービス業 共同購入、店舗、共済、葬祭、福祉（介護）、夕食宅配 ● ●

10:30～11:00 2 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 ● ● ●

11:00～11:30 3 株式会社イクス 建設業 大型施設空調自動制御システム施工保守 ● ● ●

11:30～12:00 4 日本エンジニアリングソリューションズ サービス業 エンジニアリングソリューション事業 ● ●

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 社会福祉法人実寿穂会 医療、福祉 早良区にて高齢者福祉事業を展開しております。 ● ● ● ●

14:30～15:00 8 株式会社タイラベストビート サービス業 パチンコホール「ワンダーランド」の運営 ● ●

15:00～15:30 9 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。 ● ● ●

15:30～16:00 10 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 ● ● ●

10:00～10:30 1 社会福祉法人宰府福祉会 医療、福祉 障害者支援施設・障害福祉サービス事業・特定相談事業等 ● ●

10:30～11:00 2 津福工業株式会社 建設業 空調設備及び機器の設計、施工、保守メンテナンス ● ● ●

11:00～11:30 3 社会福祉法人福智会 医療、福祉 高齢者介護事業 ● ● ●

11:30～12:00 4 いちのみや薬局グループ 卸売・小売業 ■保険調剤薬局経営■一般医薬品卸売・販売 ● ●

13:00～13:30 5 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 ● ● ●

13:30～14:00 6 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。 ● ● ● ●

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 株式会社アビタシオン 医療、福祉 有料老人ホームの運営 ● ● ●

15:00～15:30 9 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 ● ●

15:30～16:00 10 株式会社エイジェック 複合サービス業 人材・雇用・事業開発に関わる総合サービス事業。 ● ● ●

10:00～10:30 1 ダイレックス株式会社 卸売・小売業 ディスカウントストア「ダイレックス」の運営 ● ● 経験者のみ

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 株式会社石橋組 建設業 国、県、市町村発注の公共工事（土木工事）における施工管理 ● ● ●

11:30～12:00 4 株式会社　日本電子 卸売・小売業 ドコモショップの運営及び法人営業（福岡・沖縄） ● ● ●

13:00～13:30 5 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 ● ●

13:30～14:00 6 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 ● ● ● ●

14:00～14:30 7 有限会社ライヴ 金融・保険業 損害保険業務・生命保険業務全般 ● ● ●

14:30～15:00 8 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 ● ● ●

15:00～15:30 9 ナビオコンピュータ株式会社 九州支社情報通信業 コンピュータシステム、ITインフラ環境開発・運用・保守業務 ● ● ●

15:30～16:00 10 株式会社　ビッグモーター 卸売・小売業 トータルカーライフをサポートする「車の複合提案企業」です。 ● ● ● ●

16:00～16:30 11 ふくおかよかとこ移住相談センター 公務

【9月2７日～9月３０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27日

9月28日

9月29日

9月30日



「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。

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。

厚生労働大臣の認定（くるみん認定）

福岡県各種登録マークのご案内

ふくおか　よかばい・かえるばい企業の登録

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。

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。



業種： 情報通信業

LSIを主体としたエンジニアリング及びソリューション事業

192人（うち女性27人）

福岡、熊本、大阪(研修)

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。

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？

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。 建築用ＣＡＤソフトの開発及び販売

一般乗用旅客自動車運送事業　訪問介護事業

新卒・第2新卒・中途

業種： 情報通信業

070-5586-3561　石川

東京都千代田区 従業員数:

https://seedea.asia/

企業PR：

事業内容：

①施工管理

新卒・第２新卒・中途（経験者のみ）

106人（うち女性68人）

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

事業内容： 事業内容：

業種： 建設業 業種： 医療、福祉

有料老人ホームの運営、通所介護等の介護サービス事業

【９月２７日～９月３０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　９月２７日参加企業

事業内容：

福岡県行橋市 従業員数: 59人（うち女性12人）

①エンジニア（総合職）　②CAD

新卒・第2新卒・中途

企業PR：

ＵＲＬ：

“家族でつくるいい一日”これがグッデイ創業以来の企業理念です。時代の変化に合わせた

チャレンジで、“家族にとっての新しい いい一日”をつくっていくことが

これからの我々の使命です。

東京都港区 従業員数:

新卒・第2新卒・中途

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 1500人

①総合職

業種：

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： 事業内容：

新卒・第２新卒・中途（経験者のみ）

卸売・小売業

連絡先： 0120-151-016　山口

勤務地：

業種： 建設業 業種： 製造業

連絡先： 092-289-5901　美山連絡先： 092-874-3781　椎山 連絡先： 080-8366-7643　緒方

業種：

https://will-tech.co.jp/

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代の若い社員が活躍しています。

ＵＲＬ： ＵＲＬ：

企業PR：

https://www.canon-electec.co.jp/ＵＲＬ：

企業PR：

http://www.tesima.co.jp
当社は、２０２０年に会社設立５０周年を迎えました。この経験値をベースに、全社員が

「お客様のために」という気持ちを共有し、最先端のICTを駆使することで、

ご満足いただけるソリューションをご提供します。

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！

業種： サービス業 業種： 運輸・郵便業

事業内容：事業内容： 事業内容：

①タクシー乗務員

連絡先：連絡先： 092-482-8500　西原・立部 連絡先： 092-761-7150　松山

福岡市中央区 従業員数: 288人（うち女性13人）

コールセンター事業

勤務地： 勤務地： 勤務地：

新卒・第2新卒・中途

福岡市博多区 本社所在地：本社所在地：

①総合職

新卒

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: 131人（うち女性125人）

①LSI設計(新卒,第二新卒,中途)②ソフトウェア設計(中途)③機械設計(中途)④人事総務(中途)

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17-5　ARKビル6階　 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　希望を聞きます

募集職種：

採用区分：

ＵＲＬ：

企業PR：

https://human-life.co.jp/

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！

ＵＲＬ： https://nishinihon-taxi.com/

企業PR：
福岡市中心部でタクシーを運行する、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。

ＵＲＬ：

本社所在地：

ＵＲＬ： http://www.okata-k.co.jp/recruit.html

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。

ＵＲＬ： http://www.amenitylife-f.co.jp/

企業PR：

勤務地： 勤務地： 太宰府市、糟屋郡宇美町、福岡市博多区、福岡市東区 勤務地：福岡市博多区

「目配り気配り心配りを大切にした介護」の理念のもと毎年成長を続けています。

「働きながら学べる場」として職員研修の充実、「働きがいのある場」として

職員の声を反映した取り組みを行っています。

本社所在地： 本社所在地： 太宰府市向佐野 従業員数:

ＵＲＬ： https://www.houtec.co.jp

企業PR：

①介護職（有料老人ホームまたはデイサービス）②看護職（有料老人ホームまたはデイサービス）

③事務職（本社にて採用活動全般、雇用管理、社内研修調整等）④事務職（有料老人ホーム内での一般事務）

新卒・第２新卒・中途

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：

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。

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：

福岡市早良区 従業員数: 32人（うち女性6人）

①工務営業　②建築現場代理人補佐

新卒・第２新卒・中途 採用区分：

勤務地：

23人（うち女性6人）

連絡先： 092-474-3340　武田連絡先： 082-282-4301　因幡 連絡先： 092-918-2007　高尾

福岡市博多区 従業員数:広島市南区 従業員数: 95人（うち女性13人）

ホームセンター・グッデイの経営

福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、山口県

福岡市早良区 ウイルテック株式会社 本社（福岡県行橋市福丸770-1）

自社ソリューションの開発、システム開発、ネットワーク設計

①システムエンジニア

424人（全社）うち女性4／28人（九州）

募集職種：

採用区分：

募集職種：

採用区分：

募集職種：

福岡市博多区

情報通信業

https://recruit.gooday.co.jp/

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）

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 株式会社グッデイ １０時００分～

２ 株式会社テシマ工業 １０時３０分～ ３ ウイルテック株式会社 １１時００分～ 4 キヤノン電子テクノロジー株式会社 １1時３０分～

５ 株式会社ヒューマンライフ １３時００分～ ６ 西日本自動車株式会社 １３時３０分～ ７ 株式会社シーディア １４時００分～

８ 株式会社大方工業所 １４時３０分～ ９ 株式会社アメニティライフ １5時００分～ １０ 株式会社ハウテック １５時３０分～

https://seedea.asia/
https://will-tech.co.jp/
https://www.canon-electec.co.jp/
http://www.tesima.co.jp/
https://human-life.co.jp/
https://nishinihon-taxi.com/
http://www.okata-k.co.jp/recruit.html
http://www.amenitylife-f.co.jp/
https://www.houtec.co.jp/
https://recruit.gooday.co.jp/


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


427人（うち女性301人）

①介護職員

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

2936人

生協とは、消費者の想いの実現に向け、利用者である組合員が出資、運営、利用する組織です。

エフコープは、福岡の生協で、安心して暮らせる地域社会の実現をめざして、

組合員は53万人を超えました。

高齢者の日常生活の支援 大型施設空調自動制御システム施工保守


福岡

エンジニアリングソリューション事業

企業PR：
多様化するお客様のニーズにタイムリーに応える店舗運営と、社員が意欲的に働く環境作りに常に注力。

選ばれる店として常に業界上位の業績をキープしています。
企業PR： 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。

ＵＲＬ： https://taira-group.jp/ ＵＲＬ： https://www.enjoy-life.co.jp ＵＲＬ： http://www.kurume-insatsu.co.jp

各営業店舗 福岡市・鹿児島市 本社（広川町）・久留米市・大野城市

「BBIQ」や格安スマホ「QTモバイル」をご案内します

勤務地： 勤務地： 勤務地：

採用区分： 新卒・第２新卒 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

募集職種： ①営業職 募集職種： 営業職 募集職種： ①法人営業職

従業員数: 本社所在地： 八女郡広川町 従業員数: 170人26人（うち女性8人）本社所在地： 福岡県小郡市 従業員数: 945人 本社所在地： 福岡市中央区

連絡先： 0942-27-6188　天本 連絡先： 092-982-8100　奥山 連絡先： 0943-32-5511　長田

業種： サービス業 業種： 情報通信業 業種： 製造業

事業内容： 事業内容： 事業内容：パチンコホール「ワンダーランド」の運営

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：

「すべての人の港に」を理念に掲げ、利用者さま、施設で働くスタッフにとってより良い暮らしを

支えることを大切にしております。

また、スタッフが自然と笑顔となるような職場環境づくりに取り組んでおります。

ＵＲＬ： https://katsumok.com/ ＵＲＬ： https://www.yoshino-care.com ＵＲＬ： http://a-mizuhokai.jp

勤務地： 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： 福岡市早良区

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・留学生

福岡市中央区大名   福岡県朝倉市  各海外拠点

募集職種： 募集職種： ①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：①ブリッジSE②海外拠点マネージャー③WEBディレクター④外注契約クリエイター（外注契約）

従業員数: 本社所在地： 長崎市岩屋町 従業員数:本社所在地： 福岡市中央区 従業員数: 本社所在地： 北九州市若松区11人（うち女性5人） 128人（うち女性98人）

連絡先： 092-518-3130　出利葉 連絡先： 093-771-8282　石田 連絡先： 092-852-8111　波多野

業種： 情報通信業 業種： 医療、福祉 業種： 医療、福祉

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 事業内容： 事業内容： 早良区にて高齢者福祉事業を展開しております。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：
（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： 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。

ＵＲＬ： http://www.houseien.net/ ＵＲＬ： http://www.iix.co.jp/ ＵＲＬ： https://www.nes-eng.net
★文理・学部学科不問★大型商業施設の空調自動制御システムを管理します

技術職ですので手に職がつき、ＯＪＴや研修で未経験からでもスキルアップできる環境があります

「くるみん」「子育て応援宣言」登録企業

県福岡市中央区

採用区分： 新卒・中途

勤務地： 福岡県久留米市内 勤務地： 勤務地：

採用区分： 新卒・第２新卒・中途 採用区分： 新卒・第２新卒・中途

募集職種： ①事務職　②介護職員　③相談員　④看護師 募集職種： ①技術職 募集職種： ①ITエンジニア職　②ネットワークエンジニア職

従業員数: 169人（うち女性9人） 本社所在地： 東京都千代田区 従業員数: 170人本社所在地： 久留米市北野町 従業員数: 183人（うち女性140人） 本社所在地： 東京都品川区

連絡先： 0942-78-3000　高橋 連絡先： 03-5437-2050　大地 連絡先： 092-753-7163　児島

業種： 医療、福祉 業種： 建設業 業種： サービス業

事業内容：

ＵＲＬ： http://www.fcoop.or.jp/

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。

連絡先：

本社所在地： 糟屋郡篠栗町中央 従業員数:

【９月２７日～９月３０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　９月２8日参加企業

事業内容： 共同購入、店舗、共済、葬祭、福祉（介護）、夕食宅配

業種： 複合サービス業

092-947-9002　畑中（新卒）山﨑（中途）

募集職種： ①総合職（新卒）②配送スタッフ（中途）

採用区分： 新卒・中途

勤務地： 福岡県内の事業所

事業内容： 事業内容：

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 エフコープ生活協同組合 １０時００分～

２ 社会福祉法人三井福祉会 １0時３０分～ ３ 株式会社イクス １１時００分～ 4 日本エンジニアリングソリューションズ 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 社会福祉法人実寿穂会 １４時００分～

８ 株式会社タイラベストビート １4時３０分～ 9 株式会社EnjoyLifeCompany １５時００分～ １０ 久留米印刷株式会社 １５時３０分～

https://taira-group.jp/
https://www.enjoy-life.co.jp/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
https://katsumok.com/
https://www.yoshino-care.com/
http://a-mizuhokai.jp/
http://www.houseien.net/
http://www.iix.co.jp/
https://www.nes-eng.net/
http://www.fcoop.or.jp/


96人（うち女性48人）

360人（うち女性310人）

有料老人ホームの運営

https://www.agekke.co.jp/

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！

企業PR：

福岡・千葉を中心に有料老人ホームを運営しています。従業員数はグループ会社を含め、

1,000名を超え、ご入居者様に「人生の祝福の舞台」を提供すべく、介護サービスを提供し続け、

今後も介護サービスの拡大を図っていきます。

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：

ＵＲＬ： http://www.habitation.co.jp/ ＵＲＬ： https://kahonosato.jp/ ＵＲＬ：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 勤務地： 本社所在地又は周辺の事業所 勤務地：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・中途

福岡市博多区または福岡市中央区 福岡県内（職種による）

募集職種： ①介護職　②介護職（パート社員）③看護職 募集職種： ①サポートスタッフ(支援員)　②厨房スタッフ（契約） 募集職種： ①エンジニア（ＩＴ情報通信、機械、電気系）②生産サポート職（製造系）③総合職


従業員数: 107人（うち女性14人） 本社所在地： 東京都新宿区 従業員数: 17400人（うち女性7000人）本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 400人（うち女性300人） 本社所在地： 嘉麻市牛隈

複合サービス業

連絡先： 0120-1165-90　穂坂 連絡先： 0948-57-2207　穴井 連絡先： 092-272-2300　伊集院

事業内容： 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 事業内容：

業種： 医療、福祉 業種： 医療、福祉 業種：

人材・雇用・事業開発に関わる総合サービス事業。

企業PR： 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。
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？

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。

ＵＲＬ： https://fukuoka-it-saiyou.com ＵＲＬ： http://hijirikai.com/ ＵＲＬ： https://jp.luckdesign.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生

勤務地： 福岡県嘉麻市 勤務地： 勤務地：

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

久留米市、小郡市、うきは市 福岡県みやま市瀬高町上庄７５９－１

募集職種： ①システムインテグレーター（パート） 募集職種： ①介護職　②看護職　③介護職（パートタイマー）　④介護支援専門員 募集職種： ①設計・製造　②営業

従業員数: 本社所在地： 福岡県みやま市 従業員数: 9人（うち女性7人）本社所在地： 嘉麻市山野 従業員数: 本社所在地： 福岡県久留米市22人（うち女性13人）

事業内容： 事業内容： 事業内容：

連絡先： 0948-42-1570　松岡 連絡先： 連絡先： 080-7931-7123　竹下

業種： 情報通信業 業種： 医療、福祉 業種： 製造業

0943-76-9222　内藤

高齢者介護及び保育事業を行なっています 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

企業PR： 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。

企業PR：

当社は、設立以来『地域の患者様より愛され、“信頼される薬局”作り』を目指し、薬という媒体を

通して地域医療に貢献してまいりました。山口県下（下関・防府・山口・下松）福岡県、千葉県に

複数の調剤薬局を展開しております。

ＵＲＬ： https://tsubuku.co.jp ＵＲＬ： http://www.fukuchikai.jp/ ＵＲＬ： http://ichinomiya-pharmacy-group.jp/

昭和38年創業以来「空気と水の総合エンジニアリング企業」として、

工場・病院・研究機関の特殊空調 から、オフィス・店舗・住宅などの

一般空調まで幅広い納入実績を有する企業です。

採用区分： 新卒・第2新卒

勤務地： 筑後市一条 勤務地： 勤務地：

採用区分： 新卒・第２新卒・中途 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

田川郡福智町 糸島市

筑紫圏域を中心に福祉サービスを展開し今年で法人設立44年になります。

安定した職場でＯＪＴや法人内研修等の制度も充実しています。使命感と思いやりの気持ちを持って

仕事に取り組み、感謝と努力ができる方を求めています。

募集職種： ①空調設備の施工管理及び保守メンテナンス ② 空調設備の営業職 ③空調機器・設備及びシステムの設計 募集職種： ①介護職　②理学療法士 募集職種： ⓵事務職

従業員数: 本社所在地： 山口県下関市 従業員数:本社所在地： 久留米市梅満町 従業員数: 26人（うち女性6人） 本社所在地： 田川郡福智町 90人

■保険調剤薬局経営■一般医薬品卸売・販売

採用区分： 新卒・第２新卒

勤務地：

連絡先： 0942-53-0120　津福 連絡先： 連絡先： 080-1051-4749　山田

業種： 建設業 業種： 医療、福祉 業種： 卸売・小売業

0947-22-1434　永末

太宰府市、春日市、那珂川市　のいずれか

事業内容： 事業内容： 事業内容：

ＵＲＬ： https://saifu-fukushikai.com/

企業PR：

業務ソフト連動アプリ開発、クラウド、WEBサイト制作

空調設備及び機器の設計、施工、保守メンテナンス

【９月２７日～９月３０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　９月２9日参加企業

事業内容：

業種： 医療、福祉

障害者支援施設・障害福祉サービス事業・特定相談事業等

092-918-1800　藤原

募集職種： ①生活支援員　②保育士

連絡先：

本社所在地： 太宰府市 従業員数: 156人（うち女性107人）

高齢者介護事業

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。）

２ 津福工業株式会社 １０時３０分～ ３ 社会福祉法人福智会 １１時００分～ ４ いちのみや薬局グループ １１時３０分～

５ 株式会社アプリップリ １３時００分～ ６ 社会福祉法人 ひじり会 １３時３０分～ ７ ラックデザイン株式会社 １４時００分～

８ 株式会社アビタシオン １４時３０分～ ９ 社会福祉法人嘉穂の里 １５時００分～ １０ 株式会社エイジェック １５時３０分～

１ 社会福祉法人宰府福祉会 １0時００分～

https://www.agekke.co.jp/
http://www.habitation.co.jp/
https://kahonosato.jp/
https://fukuoka-it-saiyou.com/
http://hijirikai.com/
https://jp.luckdesign.jp/
https://tsubuku.co.jp/
http://www.fukuchikai.jp/
http://ichinomiya-pharmacy-group.jp/
https://saifu-fukushikai.com/


ディスカウントストア「ダイレックス」の運営

1641人

障害福祉サービス事業（通所施設・グループホーム等）

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

健康食品・健康関連商品の通信販売業 コンピュータシステム、ITインフラ環境開発・運用・保守業務

企業PR：
「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。

ＵＲＬ： http://www.bigmotor.co.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生

勤務地：

新卒・第２新卒・中途

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。

国、県、市町村発注の公共工事（土木工事）における施工管理

0947-44-3560　水上

15人（うち女性2人）

福岡県田川市 他（施工場所により異なる、主に筑豊地域）

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）

企業PR： 企業PR：

創立50年、福岡では30年の老舗企業です。更なる成長、拡大のためにも積極募集致します。

実務経験者大歓迎！未経験、初心者の方でも当社自慢の育成力で

ITエンジニアとして活躍して頂きます。

ＵＲＬ： https://corp.sukoyaka.co.jp/ ＵＲＬ： https://www.navio.co.jp/

勤務地： 福岡市博多区冷泉町9-26 勤務地： 福岡市内、北九州市内

採用区分： 新卒・第2新卒・中途 採用区分：

スーパーマーケットチェーン

卸売・小売業

連絡先： 092-303-3939　境・村尾・車崎 連絡先： 092-262-7802　吉村 連絡先： 092-292-6571　中島

①システムエンジニア・プログラマー　②インフラエンジニア 募集職種： ①営業職　②営業事務・受付職　③技術職

従業員数: 1500人（うち女性120人） 本社所在地： 東京都港区 従業員数:

募集職種： 募集職種：

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 卸売・小売業 業種： 情報通信業 業種：

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 本社所在地： 大阪府大阪市

企業PR：

季節や気候に合わせてお客様から喜んでいただける店舗作りがメインの仕事です。

また「すべての従業員が働き甲斐のある会社にする」を行動指針に掲げ、

従業員が笑顔で働きやすいと感じられる職場環境作りを取り組んでいます。

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：

保険を通じてお客さまに安心、安全ををお届けする。それがLiVEの仕事です。

 今回事業拡大のため、幹部候補生として若手社員の募集をします。

ぜひ、LiVEの扉を叩いてみてください。

勤務地：

ＵＲＬ： https://youme-kitakyushu.co.jp ＵＲＬ： https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ ＵＲＬ： https://www.live-cs.jp/

飯塚市横田勤務地： 福岡県、山口県、大分県内の各ゆめマート 勤務地：

採用区分： 新卒・第２新卒 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

従業員数: 本社所在地： 飯塚市横田 従業員数: 13人（うち女性5人）

募集職種： 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：

本社所在地： 北九州市八幡西区 従業員数: 本社所在地： 北九州市小倉北区

①営業職（総合職）②事務職

1770人

①総合職

1000人（うち女性150人）

ＵＲＬ： https://ishibashi-gumi.jp/

損害保険業務・生命保険業務全般

ＵＲＬ：

連絡先： 093-602-4689　小山 連絡先： 連絡先： 0948-24-1480　柴田

業種： 卸売・小売業 業種： 運輸・郵便業 業種： 金融・保険業

093-511-8850　江崎

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

http://www.ndc-recruit.jp/

勤務地： 福岡県春日市星見ヶ丘一丁目８番地 勤務地：

事業内容： 事業内容： 事業内容：

福岡市・春日市（福岡県）、那覇市・浦添市（沖縄県）

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り組んでいます。
企業PR：

まもなく創立100周年を迎える建設業者です。古くからある企業ですが、時代の変化に取り残さ

れないよう日々新しいコトに取組んでいます。何事も積極的に『変えていく』姿勢で取り組み、

みんなが安心できる企業を目指しています。

企業PR：

勤務地：

ＵＲＬ： https://swc-harukaze.or.jp/

従業員数: 本社所在地： 福岡市南区 従業員数:

募集職種： ①生活支援員　②生活支援員（契約社員）　③相談支援員　④居宅介護ヘルパー（契約社員） 募集職種： ①技術職 募集職種：

本社所在地： 春日市星見ヶ丘 従業員数: 26人（うち女性22人） 本社所在地： 田川市大字伊田

①総合職（窓口受付・法人営業）

223人（うち女性90人）

採用区分： 新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第２新卒・中途

連絡先： 092-558-1773　辻 連絡先： 連絡先： 092-832-4976　上野・倉田

業種： 医療、福祉 業種： 建設業 業種： 卸売・小売業

事業内容： 事業内容： 事業内容： ドコモショップの運営及び法人営業（福岡・沖縄）

ＵＲＬ： https://www.ds-direx.co.jp/

企業PR：

ダイレックスは、九州・四国・中国地方を中心に全国316店舗を展開している

ディスカウントストアです。

2009年には東証一部上場企業のサンドラッググループに加盟しました。

トータルカーライフをサポートする「車の複合提案企業」です。

6000人

福岡県内。※職種によって配属可能な店舗が異なる

【９月２７日～９月３０日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　９月30日参加企業

事業内容：

業種： 卸売・小売業

39人（うち女性34人）

①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)　②顧客戦略室(コンタクト、商品管理) ③経営企画室(人事、総務、経理、広報)

電気・通信事業を中心に事業を拡大し、ドコモショップの運営や飲食事業など多角化しております。

福利厚生にも力を入れており、産休育休取得や資格取得制度などの教育制度等、

全従業員が安心してやりがいをもって働ける会社です。

募集職種： ①店舗運営職

採用区分： 新卒・第２新卒・中途（経験者のみ）

勤務地： 初任地は原則として帰省先から通勤可能な店舗とさせて頂きます。

連絡先： 0120-985-922　礎

本社所在地： 佐賀市高木瀬町 従業員数:

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 ダイレックス株式会社 １０時００分～

２ 社会福祉法人はるかぜ福祉会 １０時３０分～ ３ 株式会社石橋組 １１時００分～ ４ 株式会社日本電子 １１時３０分～

５ 株式会社ゆめマート北九州 １３時００分～ ６ 北九州第一交通株式会社 １３時３０分～ ７ 有限会社ライヴ １４時００分～

８ 株式会社すこやか工房 １４時３０分～ ９ ナビオコンピュータ株式会社九州支店 １５時００分～ 1０ 株式会社 ビッグモーター １5時３０分～

金融・保険業

公務

http://www.bigmotor.co.jp/
https://corp.sukoyaka.co.jp/
https://www.navio.co.jp/
https://youme-kitakyushu.co.jp/
https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
https://www.live-cs.jp/
https://ishibashi-gumi.jp/
http://www.ndc-recruit.jp/
https://swc-harukaze.or.jp/
https://www.ds-direx.co.jp/

