
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

10:00～10:20 1 株式会社ナフコ 卸売・小売業 ホームセンター、家具・ホームファッションにおける小売業 ● ●

10:30～10:50 2 アビリティーズ・ケアネット株式会社 医療、福祉 福祉用具・リハビリ機器の開発、販売、レンタル事業、住宅改修 ● ● ● ●

11:00～11:20 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 ● ● ●

11:30～11:50 4 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 ● ● ●

13:00～13:20 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 ● ● ● ●

13:30～13:50 6 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。 ● ● ●

14:00～14:20 7 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 ● ● ● ●

14:30～14:50 8 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 ● ● ●

15:00～15:20 9 株式会社　日本電子 卸売・小売業 移動体事業部…ドコモショップの運営及び法人営業（福岡・沖縄） ● ● ●

15:30～15:50 10 関西酵素株式会社 製造業 化粧品・医薬部外品の製造販売業 ●

10:00～10:20 1 ALSOC福岡株式会社 サービス業 施設警備（巡回・監視・受付等）臨時警備・綜合管理防災 ● ● ●

10:30～10:50 2 株式会社ライフクリエイト 卸売・小売業 総合リサイクルショップの運営、便利屋業(何でも屋)の運営 ● ● ● ●

11:00～11:20 3 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。 ● ● ● ●

11:30～11:50 4 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 ● ● ●

13:00～13:20 5 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 ● ● ●

13:30～13:50 6 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 ● ● ●

14:00～14:20 7 トランスコスモス株式会社　BPOセンター福岡呉服町 建設業 売上拡大とコスト最適化を支援するアウトソーシングサービス ● ● 経験者のみ

14:30～14:50 8
日本コークス工業株式会社

コークス事業部北九州事業所
製造業 コークスの製造販売海外石炭・石油コークスの輸入販売　等 ● ● ●

15:00～15:20 9 株式会社ルネ 卸売・小売業 物作りから販売まで自社で行う日本でも数少ないアパレルメーカー ● ● ●

15:30～15:50 10 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 ● ● ●

10:00～10:20 1 株式会社ソントレーゾ 情報通信業 ローコードソリューションの導入／教育／開発の支援を行ってます ● ● ●

10:30～10:50 2 社会福祉法人福智会 医療、福祉 高齢者介護事業 ● ● ●

11:00～11:20 3 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。 ● ●

11:30～11:50 4 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 ● ● ● ●

13:00～13:20 5 株式会社ヨコハマタイヤジャパン 卸売・小売業 横浜ゴム製自動車タイヤ製品、及びカーライフ用品の卸売業 ● ●

13:30～13:50 6 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 ● ● ●

14:00～14:20 7 麻生介護サービス株式会社 医療、福祉 福岡県内に広く訪問介護・訪問看護等の在宅サービスを展開 ● ●

14:30～14:50 8 株式会社ジェネック 運輸・郵便業 港湾運送業、その他 ● ●

15:00～15:20 9 日本生命保険相互会社 金融・保険業 詳しくは当社HPをご確認ください。 ● ● ●

15:30～15:50 10 株式会社オークマ 製造業 住宅用内装部材の製造及び販売（内装ドア、造作材、パネル類） ● ● ●

16:00～16:20 11 株式会社ジー・イー・エヌ 情報通信業 物流分野に特化したエンジニアリング事業及びソリューション事業 ● 経験者のみ

10:00～10:20 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 ● ●

10:30～10:50 2 株式会社戸畑ターレット工作所 製造業 自動車・電力・住宅設備の部品製造　（非鉄金属加工） ● ● ●

11:00～11:20 3 株式会社ネクステップ 不動産業 不動産の賃貸管理、仲介住宅やアパート等の企画、設計 ● ● 経験者のみ

11:30～11:50 4 カラビナテクノロジー株式会社 情報通信業 主にシステム開発・アプリ開発・Webサイト制作を行っています ● ● 経験者のみ

13:00～13:20 5 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。 ● ● ● ●

13:30～13:50 6 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 ● ●

14:00～14:20 7 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 ● ● ●

14:30～14:50 8 株式会社エコスマート 金融・保険業 生命保険・損害保険代理店 ● ● ●

15:00～15:20 9 白石鉄工株式会社 製造業 大型鋼構造物の工場製作、現地据付工事を請け負う鉄工所です。 ● ● ●

15:30～15:50 10 エンライズコーポレーション 情報通信業 ITエンジニアリングサービス ● ● ●

16:00～16:20 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 ー ー ー ー

【10月26日～10月29日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト

10月26日

10月29日

10月27日

10月28日



福岡県子育て応援宣言の登録

福岡県各種登録マークのご案内

働き方改革地域実践事業への参加

令和2年度に福岡県が実施する「働き方改革地域実践事業」に参加し、魅力ある職場づくりに向けて取り組んだ企業です。

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。

※左記マークはウェブ合同会社説明会でのみ用いられるマークです。

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。

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。

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マークです。



ホームセンター、家具・ホームファッションにおける小売業

福祉用具・リハビリ機器の開発、販売、レンタル事業、住宅改修

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。

http://www.kansaikoso.co.jp/

福岡市・春日市（福岡県）、那覇市・浦添市（沖縄県） 福岡県大野城市、佐賀県鳥栖市、東京都台東区

関西酵素はお客様ブランドの商品開発を行うＯＥＭメーカーです。

化粧品、バス・トイレタリー商品の企画・開発も行っています。

工場ももっていますので、製造まで一貫したサービスが提供できる会社です。

採用区分： 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

企業PR：
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。
企業PR： 企業PR：

ＵＲＬ： https://tsubuku.co.jp ＵＲＬ： ＵＲＬ：

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、産休育休取得制度や、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持って働ける会社です

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

募集職種： 募集職種： ①総合職（窓口受付・法人営業） 募集職種： ①開発　②営業　③製造

従業員数: 223人（うち女性90人） 本社所在地： 大野城市仲畑 従業員数:本社所在地： 久留米市梅満町 従業員数: 本社所在地： 福岡市南区26人（うち女性6人）

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

90人

連絡先： 0942-53-0120　津福 連絡先： 092-832-4976　上野・倉田　 連絡先： 092-581-9171　村上

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 建設業 業種： 卸売・小売業 業種： 製造業

空調設備及び機器の設計、施工、保守メンテナンス 移動体事業部…ドコモショップの運営及び法人営業（福岡・沖縄） 化粧品・医薬部外品の製造販売業

企業PR： 企業PR： 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。

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。

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、金融事業な様々な分野にて事業を展開している総合生活

産業です。

ＵＲＬ： https://katsumok.com/ ＵＲＬ： https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ ＵＲＬ： https://www.yoshino-care.com

採用区分： 新卒・第２新卒・中途・留学生

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） 勤務地：

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

福岡県北九州市若松区内の事業所（6ケ所）のいずれか

募集職種： 募集職種： ①総合乗務職 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）

従業員数: 800人（うち女性40人） 本社所在地： 北九州市若松区 従業員数:本社所在地： 福岡市中央区 従業員数: 本社所在地： 北九州市小倉北11人（うち女性5人）

①ブリッジSE　②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）

128人（うち女性98人）

医療、福祉

連絡先： 092-518-3130　出利葉 連絡先： 092-475-1567　関本 連絡先： 093-771-8282　石田

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：

業種： 情報通信業 業種： 運輸・郵便業 業種：

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：

１９６６年の創業より５５年目を迎えました。『保障よりもチャンスを！』を企業理念に掲げ、

障害のある方、高齢者の方の自立と社会参加を第一に考え、福祉用具・介護サービスなどを

全国に提供している会社です。

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。

企業PR：

★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

ＵＲＬ： https://www.abilities.jp/ ＵＲＬ： https://will-tech.co.jp/ ＵＲＬ： http://www.iix.co.jp/

採用区分： 新卒・第２新卒・中途

勤務地： 北九州市小倉北区高浜1-6-27及び福岡市東区社領1-12-4 勤務地： 勤務地：

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

ウイルテック株式会社 本社（福岡県行橋市福丸770-1） 福岡

募集職種： ①営業職 募集職種： ①エンジニア（総合職）　②CAD 募集職種： ①技術職

従業員数: 59人（うち女性12人） 本社所在地： 東京都品川区 従業員数:本社所在地： 東京都渋谷区 従業員数: 920人（うち女性455人） 本社所在地： 福岡県行橋市 169人（うち女性9人）

建設業

連絡先： 080-3474-5895　山田 連絡先： 080-8366-7643　緒方 連絡先： 03-5437-2050　大地

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 医療、福祉 業種： 製造業 業種：

大型施設空調自動制御システム施工保守工場のラインシステムをつくる産業設備メーカーです　

企業PR：
当社の強みは、生活日用品、DIY・資材・園芸用品から家具・ホームファッションまで、

暮らしに関わる様々なニーズにお応えできる商品を幅広く取り扱っております。

採用区分： 新卒・第2新卒

勤務地：

ＵＲＬ：

各店舗

http://www.nafco.tv/top/index.html

連絡先： 092-521-5155　樋口

本社所在地： 北九州市小倉北区 従業員数:

募集職種： ①総合職

【１０月２６日～１０月２９日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　１０月２６日参加企業

事業内容：

業種： 卸売・小売業

6884人

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 アビリティーズ・ケアネット株式会社 １０時３０分～

金融・保険業

公務

1 株式会社ナフコ １０時００分～

３ ウイルテック株式会社 １1時００分 ４ 株式会社イクス １１時３０分～

５ 株式会社KATSUMOK １３時００分～ ６ 福岡第一交通株式会社 １3時３０分～ 7 株式会社芳野ケアサポート １4時００分～

８ 津福工業株式会社 １4時３０分～ 9 株式会社日本電子 １5時００分～ 10 関西酵素株式会社 １５時３０分～

http://www.kansaikoso.co.jp/
https://tsubuku.co.jp/
http://www.ndc-recruit.jp/
https://katsumok.com/
https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
https://www.yoshino-care.com/
https://www.abilities.jp/
https://will-tech.co.jp/
http://www.iix.co.jp/
http://www.nafco.tv/top/index.html


高齢者介護及び保育事業を行なっています

360人（うち女性310人）

コークスの製造販売海外石炭・石油コークスの輸入販売　等

710人（うち女性106人）

ＵＲＬ：

企業PR：

今年で46周年！近年は「大分」「長崎」にもエリアを拡大し、成長を続ける元気な会社です。

ランドマークと呼ばれる施設の警備を任されおり、御契約先は100拠点以上！

「福岡の地元に貢献したい！」という仲間を募集しております。

【１０月２６日～１０月２９日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　１０月２７日参加企業

事業内容：

業種： サービス業

募集職種： ①施設警備（常駐）②施設警備（常駐）（契約社員）③設備管理　④設備管理（契約社員）

採用区分： 新卒・第２新卒・中途

業種： 医療、福祉 業種：

勤務地：

連絡先： 092-471-1016　阿部

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数:

189人本社所在地： 北九州市湯川 従業員数: 85人（うち女性30人） 本社所在地： 福岡県久留米市

情報通信業

連絡先： 093-932-1331　シラカワ 連絡先： 連絡先： 080-7893-1516　大島

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 卸売・小売業

募集職種： ①販売・買取スタッフ　②便利屋業(何でも屋)作業スタッフ 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：

従業員数: 本社所在地： 東京都港区 従業員数:

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

久留米市、小郡市、うきは市

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 勤務地： 勤務地： 福岡市内

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

企業PR：

工具・家電中心の総合リサイクルショップ「ハンズクラフト」、ブランド・貴金属中心の

総合リサイクルショップ「エコプラス」を運営しております。

また、便利屋業(何でも屋)という珍しい部署もあり、社会に必要とされる会社です！

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。
企業PR：

福岡本社を立ち上げて３年目です。

一緒に盛り上げていくメンバーを募集中です！

連絡先： 092-289-5901　美山 連絡先： 0942-78-3000　高橋 連絡先： 092-260-7919　山下

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 情報通信業 業種： 医療、福祉 業種：

売上拡大とコスト最適化を支援するアウトソーシングサービス

募集職種： ①システムエンジニア 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建設設計エンジニア職　②施工管理事務職

従業員数: 183人（うち女性140人） 本社所在地： 東京都渋谷区 従業員数:本社所在地： 東京都港区 従業員数: 本社所在地： 久留米市北野町

勤務地： 福岡市博多区 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

企業PR：

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。

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：

住宅・建設・ファシリティ業界のお客様企業に向け、営業活動からアフターフォローまでの

全プロセスにおいて、幅広いアウトソーシングサービスを提供します。

ＵＲＬ： https://www.canon-electec.co.jp/ ＵＲＬ： http://www.houseien.net/ ＵＲＬ： https://www.trans-cosmos.co.jp/

事業内容： 事業内容： 事業内容： モバイル事業・法人ソリューション事業・プレミアム事業物作りから販売まで自社で行う日本でも数少ないアパレルメーカー

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（新卒のみ）

連絡先： 093-751-9231　長澤 連絡先： 050-3530-5895　久保田 連絡先： 092-481-2340　荒木

業種： 製造業 業種： 卸売・小売業 業種： 情報通信業

従業員数: 150人 本社所在地： 飯塚市新立岩本社所在地： 東京都江東区 従業員数: 554人 本社所在地： 東京都渋谷区

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

北九州市若松区

募集職種： ①経理部門スタッフ　②機械オペレーター（三交替勤務）③設備部門スタッフ（管理職候補） 募集職種： ①総合職（販売・営業・生産管理・システム・プレス・デザイナー・パタンナー・経理）②専門職（縫製・一般事務・業務） 募集職種：

警備／エリア全域　　設備／福岡市内

http://www.fukuoka.alsok.co.jp/

施設警備（巡回・監視・受付等）臨時警備・綜合管理防災

総合リサイクルショップの運営、便利屋業(何でも屋)の運営

福岡県北九州市・博多区・糟屋郡、沖縄県宜野湾市・うるま市、山口県下関市、広島県広島市

https://lifecreate-kc.co.jp/recruit/information/

0943-76-9222　内藤

企業PR：
日本コークス工業株式会社は130年以上続く安定企業です。製鉄に不可欠な「コークス」を生産・供給し

日本産業を支えてきました。今後のさらなる発展に向けて一緒に頑張る仲間を募集しています！
企業PR：

■圧倒的なものづくりへのこだわり■お客様への『おもてなし』を第一に考えた接客技術の高さ

ファッションやおしゃれ、ハイブランドが好き！

憧れの業界で活躍、成長したい！そんな夢を叶えられる職場です。

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昇給や昇格などで評価します。

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。

ＵＲＬ： https://www.n-coke.com/index.html ＵＲＬ： https://www.rene.ne.jp/ ＵＲＬ： https://www.e-sapo.co.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

①各店舗　②福岡　③各イベントブース　④配属部署に準ずる

システム開発・導入・支援

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

424人（全社）　うち女性4／28人（九州）

高齢者の日常生活の支援

福岡県久留米市内

42905人（うち女性18878人）

福岡市博多区

従業員数: 390人（うち女性192人）

採用区分： 新卒・第２新卒・中途（経験者のみ）

建設業

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）

勤務地： 勤務地： 東京、名古屋、京都、大阪、広島、福岡

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。）

金融・保険業

公務

9 株式会社ルネ １5時００分～

1 ALSOK福岡株式会社 １０時００分～

２ 株式会社ライフクリエイト １０時３０分～ 3 社会福祉法人 ひじり会 １１時００分～ 4 株式会社エイエイエス １1時３０分～

５ キヤノン電子テクノロジー株式会社 １３時００分～ ６ 社会福祉法人三井福祉会 １３時３０分～ 7 トランスコスモス株式会社BPOセンター福岡呉服町 １4時００分～

８ 日本コークス工業株式会社コークス事業部北九州事業所 １4時３０分～ 10 株式会社イーサポート １５時３０分～

http://hijirikai.com/
http://www.aasc.co.jp/
https://www.canon-electec.co.jp/
http://www.houseien.net/
https://www.trans-cosmos.co.jp/
http://www.fukuoka.alsok.co.jp/
https://lifecreate-kc.co.jp/recruit/information/
https://www.n-coke.com/index.html
https://www.rene.ne.jp/
https://www.e-sapo.co.jp/


ローコードソリューションの導入／教育／開発の支援を行ってます

96人（うち女性48人）

港湾運送業、その他

住宅用内装部材の製造及び販売（内装ドア、造作材、パネル類）

企業PR：

弊社は社会インフラでもある物流分野を中心に事業展開しております。

物流設備や倉庫を管理する情報システムを展開するソリューション事業

情報システムを介して動作する機械や電気設備を展開するエンジニアリング事業

ＵＲＬ： https://www.nissay-saiyo.com/ ＵＲＬ： ＵＲＬ：

国、県、市町村発注の公共工事（土木工事）における施工管理

15人（うち女性2人）

①技術職

福岡県田川市 他（施工場所により異なる、主に筑豊地域）

福岡県内に広く訪問介護・訪問看護等の在宅サービスを展開

269人

詳しくは当社HPをご確認ください。

職種により異なりますので詳細は当社採用HPをご確認ください。 本社（福岡県朝倉市菱野1548）

http://www.o-kuma.co.jp

物流分野に特化したエンジニアリング事業及びソリューション事業

本社（福岡市博多区）又は北九州工場（北九州市八幡西区）

http://www.gen-web.jp/

採用区分： 新卒・中途（経験者のみ）

勤務地： 勤務地：

福岡県

事業内容:

業種:

連絡先:

本社所在地:

募集職種:

採用区分:

企業PR：
ひらけ、世界。ひらけ、自分。

Support Every Life.
企業PR：

弊社の基本理念は、「安心・安全・快適」にこだわった住宅用内容部材の製造・販売。

加えて、（1）ブランド力の強化（2）魅了する製品づくり

　　　　（3）ESG経営への着手（4）地域社会への貢献・維持に努める事です。

新卒・第2新卒・中途・留学生

福岡、愛知、静岡、東京、滋賀

http://www.hirate.com/
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。

勤務地：

採用区分： 新卒・第2新卒・留学生 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

募集職種： ①総合職・営業総合職・エリア総合職　②法人職域ファイナンシャルコーディネーター・エリア業務職 募集職種： ①営業　②事務職　③技術職 募集職種： ①電気制御技術者　②ソフトウェア技術者　③営業職

従業員数: 183人（うち女性33人） 本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 18人（うち女性2人）本社所在地： 大阪市中央区 従業員数: 76792人 本社所在地： 朝倉市菱野

連絡先： 093-541-9190　山口 連絡先： 090-4483-4825　友清 連絡先： 093-644-9352　大神　

業種： 金融・保険業 業種： 製造業 業種： 情報通信業

事業内容： 事業内容： 事業内容：

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：

安心と信頼の麻生グループで福岡県内最大規模の福祉・介護サービス事業を展開。

「お客様の問題解決のお手伝い」を企業目的として、

安心・安全を基本とした在宅医療・介護サービスを提供しております。

企業PR：

「あなたにも私にも笑顔と感動を」の想いのもと、最適物流を提供する総合物流企業です。

海・陸・空の輸送モードを駆使し、日本と世界を結びます。

現在も積極的に採用活動中です。

ＵＲＬ： https://ishibashi-gumi.jp/ ＵＲＬ： https://www.aso-kaigo.jp/ ＵＲＬ： https://www.geneq.co.jp/index.html

採用区分： 新卒・第2新卒

勤務地： 勤務地： 福岡県内最寄りの事業所 勤務地： 福岡市　北九州市　佐伯市

採用区分： 新卒・第２新卒・中途 採用区分： 新卒・第2新卒

募集職種： 募集職種： ①総合職（介護職） 募集職種： ①総合職　

従業員数: 1200人（うち女性1050人） 本社所在地： 北九州市門司区 従業員数:本社所在地： 田川市大字伊田 従業員数: 本社所在地： 福岡市博多区

運輸・郵便業

連絡先： 0947-44-3560　水上 連絡先： 092-452-7770　大塚 連絡先： 093-331-2101　有馬

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 建設業 業種： 医療、福祉 業種：

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。

企業PR：
Microsoft社の製品を用いた社内システムや業務アプリのご提案に「導入／教育／開発」の支援と

Microsoft 365 + Power Platform + Azure を組合わせた幅広い支援をしています。

企業PR：
シェア世界8位のヨコハマタイヤを日本国内に販売する重要な役割を担っています。

社会になくてはならない重要な商品であり、高い品質で、ユーザーの信頼を獲得しています。

勤務地:

ＵＲＬ:

企業PR：

ＵＲＬ： http://wks-co.com

勤務地：

横浜ゴム製自動車タイヤ製品、及びカーライフ用品の卸売業

福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、熊本、広島、山口、島根、鳥取、岡山

https://www.y-yokohama.com/group/ytj/ＵＲＬ：

採用区分：

①機械系エンジニア　②電気・電子系エンジニア　③システムエンジニア　④建築設計エンジニア募集職種：

本社所在地：

連絡先：

従業員数:

採用区分： 新卒・中途

福岡県遠賀郡遠賀町虫生津 勤務地：

新卒・第2新卒

募集職種： ①法人営業職（ルート営業）①製造職

新卒・第2新卒・中途

勤務地：

連絡先： 092-526-4464　中島・宮脇

田川郡福智町 従業員数:

新卒・第２新卒・中途

その他

092-477-9811　杉原

https://sentreseau.com/

募集職種： ①介護職　②理学療法士

http://www.fukuchikai.jp/

自動車・物流・産業機械・プラント・造船・ソフトウェア・建築

424人（うち女性67人）

田川郡福智町

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。

卸売・小売業

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。

遠賀郡遠賀町 従業員数: 53人（うち女性20人）

093-291-1778　高下

ＵＲＬ:

本社所在地： 東京都港区 従業員数: 2500人愛知県名古屋市中区

募集職種: ①システムエンジニア

採用区分:

勤務地:

事業内容：

事業内容:

事業内容：

業種： 製造業

業種: 情報通信業

業種：

ＵＲＬ：

企業PR：

連絡先：

本社所在地：従業員数: 10人（うち女性3人）本社所在地: 福岡県

採用区分：

【１０月２６日～１０月２９日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　１０月２８日参加企業

事業内容：

業種： 医療、福祉

高齢者介護事業

連絡先: 092-688-8166　中丸 0947-22-1434　永末

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。）

金融・保険業

公務

1 株式会社ソントレーゾ １０時００分～ 2 社会福祉法人福智会 １０時３０分～

３ 株式会社ワークス １1時００分～ 4 株式会社ヒラテ技研 １1時３０分～ 5 株式会社ヨコハマタイヤジャパン １3時００分～

６ 株式会社石橋組 １3時３０分～ 7 麻生介護サービス株式会社 １４時0０分～ ８ 株式会社ジェネック １4時３０分～

9 日本生命保険相互会社 １5時００分～ 10 株式会社オークマ １5時３０分～ 11 株式会社ジー・イー・エヌ １6時００分～

https://www.nissay-saiyo.com/
http://www.o-kuma.co.jp/
http://www.gen-web.jp/
http://www.hirate.com/
https://ishibashi-gumi.jp/
https://www.aso-kaigo.jp/
https://www.geneq.co.jp/index.html
http://wks-co.com/
https://www.y-yokohama.com/group/ytj/
https://sentreseau.com/
http://www.fukuchikai.jp/


自動車・電力・住宅設備の部品製造　（非鉄金属加工）

03-5358-3970　吉澤

事業内容：

福岡・東京・大阪・広島

本社所在地： 東京都渋谷区 従業員数: 190人（うち女性57人）

①工場で製作したタンクなどの鋼構造物の現地据付工事での施工管理、監督業務　②タンクなど鋼構造物の工場製作の製造管理業務

事業内容： 事業内容：

①ITエンジニア（未経験・新卒・第二新卒）②　ネットワークエンジニア（経験者）③サーバエンジニア（経験者）募集職種： ①内勤営業　②外交員 募集職種： 募集職種：

従業員数: 115人（うち女性14人）

生命保険・損害保険代理 大型鋼構造物の工場製作、現地据付工事を請け負う鉄工所です。

本社所在地： 東京都台東区 従業員数: 184人 本社所在地： 北九州市小倉南区

連絡先： 03-6895-7775　徳永 連絡先： 093-472-3411　花田 連絡先：

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

福岡支社 北九州市

https://www.siwx.co.jp/

092-947-9002　畑中（新卒）山﨑（中途）

2936人

福岡県内の事業所

北九州市小倉南区

http://www.t-turret.co.jp/

080-4111-9104　吉田

企業PR：

2025年の株場を目指し急成長中！経験が浅い方から経験豊富な方まで幅広く歓迎！

インセンティブ＆年4回の昇給で頑張りを評価！キャリアアップのチャンスが豊富で、

1年目から昇給・昇格が当たり前の環境で活躍しませんか

企業PR：

鉄の街・北九州の鉄工所のプライドにかけて、さまざまな鉄の加工技術を向上させ、

各方面からの信頼を得てまいりました。手掛けたインフラ設備は

北は北海道から、南は沖縄におよび、みんなの生活を支えています。

企業PR：

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。

エンジニアのの85％は未経験からスタートして現在活躍しております。

ＵＲＬ： https://es-g.jp/ ＵＲＬ： ＵＲＬ： https://www.enrise-corp.co.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 勤務地：

42人（うち女性14人）

業種： 金融・保険業 業種： 製造業 業種：

ITエンジニアリングサービス

情報通信業

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。
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：

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。

ＵＲＬ： http://www.bigmotor.co.jp/ ＵＲＬ： https://www.nes-eng.net ＵＲＬ： http://www.omuta-unso.co.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 勤務地： 勤務地：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生 採用区分： 新卒・中途

福岡県大牟田市内福岡県内。※職種によって配属可能な店舗が異なる 福岡市中央区

募集職種： 募集職種： ①ITエンジニア職　②ネットワークエンジニア職 募集職種： ①総合職①営業職　②営業事務・受付職　③技術職

従業員数: 170人 本社所在地： 大牟田市不知火町 従業員数: 119人（うち女性11人）本社所在地： 東京都港区 従業員数: 本社所在地： 東京都千代田区6000人

連絡先： 092-292-6571　中島 連絡先： 092-753-7163　児島 連絡先： 0944-53-3566　高橋

業種： 卸売・小売業 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：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。 エンジニアリングソリューション事業 JR貨物運送、自社倉庫運営、工場内物流業務、太陽光発電等

企業PR：

・自動車・電力・住宅設備等の部品を、多様な金属加工技術（鋳造・鍛造・精密切削）

により製造（トヨタ様、TOTO様、安川電機様他大手取引先多数）

・北九州市に定住できます。（転勤なし）

企業PR：

各種メディアで注目されている『那珂川市』に根付いて30年以上の歴史管理戸数3100戸、

駐車場3200台以上の実績。那珂川市内での管理シェアNo.1

地域密着を掲げ、地域イベントにも積極的に協賛

企業PR：

スキルをもっと磨いていきたい、新しい挑戦がしたい仕事の幅を拡げたいという方に

バリューを提供できる職場。取り組みとして、弊社では基本リモートワーク勤務がOK。

無駄なストレスを感じることなく働けます。

北九州市、福岡市やその他

ＵＲＬ： ＵＲＬ： http://www.next-step.co.jp ＵＲＬ： https://karabiner.tech/

勤務地： 勤務地： 勤務地：那珂川市中原

採用区分： 新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第２新卒・中途（経験者のみ） 採用区分： 新卒・中途（経験者のみ）

従業員数: 本社所在地： 福岡市中央区 従業員数: 60人（うち女性20人）

募集職種： ①金属加工機械のオペレーター 募集職種： ①賃貸管理スタッフ 募集職種：

本社所在地： 北九州市小倉南区 従業員数: 187人（うち女性45人） 本社所在地： 那珂川市中原

①ソフトウェアエンジニア

情報通信業

連絡先： 093-471-7403　宮崎 連絡先： 連絡先： 090-9583-0089　高橋

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 製造業 業種： 不動産業等 業種：

主にシステム開発・アプリ開発・Webサイト制作を行っています

【１０月２６日～１０月２９日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　１０月２９日参加企業

事業内容：

業種： 複合サービス業

不動産の賃貸管理、仲介住宅やアパート等の企画、設計

共同購入、店舗、共済、葬祭、福祉（介護）、夕食宅配

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：

連絡先：

本社所在地： 糟屋郡篠栗町中央 従業員数:

ＵＲＬ： http://www.fcoop.or.jp/

企業PR：

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。

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。）

金融・保険業

公務

1 エフコープ生活協同組合 １０時００分～

２ 株式会社戸畑ターレット工作所 １０時3０分～ ３ 株式会社ネクステップ １１時００分～ ４ カラビナテクノロジー株式会社 １1時３０分～

５ 株式会社 ビッグモーター １３時００分～ 6 日本エンジニアリングソリューションズ １3時3０分～ 7 大牟田運送株式会社 １４時００分～

8 株式会社エコスマート １4時３０分～ ９ 白石鉄工株式会社 １５時００分～ 10 株式会社エンライズコーポレーション １５時３０分～

https://www.siwx.co.jp/
http://www.t-turret.co.jp/
https://es-g.jp/
https://www.enrise-corp.co.jp/
http://www.bigmotor.co.jp/
https://www.nes-eng.net/
http://www.omuta-unso.co.jp/
http://www.next-step.co.jp/
https://karabiner.tech/
http://www.fcoop.or.jp/

