
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　ビッグモーター 卸売・小売業 お客様の車に関する全てのことをサポートしていきます。 ● ● ● ●

10:30～11:50 2 大榮株式会社 建設業 インフラ等構造物の補修をメインとした工事現場の施工管理業務 ● ●

11:00～11:20 3 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、介護サービス事業所の運営 ● ● ●

11:30～11:50 4 株式会社今林鉄工所 製造業 過熱水蒸気焼成機を主製品とした食品加工機械製造メーカーです。 ● ● 経験者のみ

13:00～13:20 5 株式会社ヤマックス 運輸・郵便業 一般貨物自動車運送事業、人材派遣事業、宅配水事業、倉庫業 ● ● ●

13:30～14:50 6 社会福祉法人すみれ会 医療、福祉 支援が必要な障がい者の方を支援する障害福祉サービス事業 ● ● 経験者のみ

14:00～14:20 7 株式会社ヒラテ技研 その他 ソフトウェア・自動車・物流・産業機械・プラント・造船・建築 ● ● ● ●

14:30～14:50 8 社会福祉法人北筑前福祉会 医療、福祉 宗像市福津市にて高齢者の入所や通所施設運営を行っております。 ● ● ●

15:00～15:20 9 日本トーター株式会社 その他 公営競技場のシステム機器開発・運用・保守・運営など ● ● ●

15:30～15:50 10 株式会社ネオ倶楽部 サービス業 旅行・セールスプロモーション・ＨＲ・コスメ事業 ● ● ●

16:00～16:20 11 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 ●

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 ● ●

10:30～11:50 2 社会福祉法人　徳和会 医療、福祉 特別養護老人ホーム・ショート・デイ・介護計画サービス ● ● ●

11:00～11:20 3 株式会社テシマ工業 建設業 総合建設業。保全工務管理や現場管理等。 ● ● ●

11:30～11:50 4 社会福祉法人ひじり会 医療、福祉 高齢者介護及び幼児保育 ● ● ● ●

13:00～13:20 5 大坪ＧＳＩ株式会社 サービス業 建設副産物や産業廃棄物をリサイクルした再生資源の製造・販売 ● ● 経験者のみ

13:30～14:50 6 社会福祉法人　宏志会 医療、福祉 介護保険に伴う高齢者介護サービス業の運営 ● ● ●

14:00～14:20 7 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 ● ●

14:30～14:50 8 社会福祉法人上横山福祉会 医療、福祉 障害福祉サービス ● ● ●

15:00～15:20 9 社会福祉法人　ひなの家 医療、福祉 障がい者の方への作業支援や日常生活支援を行います。 ● ● ●

15:30～15:50 10 リフェコ株式会社 卸売・小売業 太陽光発電システムの販売・施工。再生可能エネルギー事業。 ● ● ●

10:00～10:20 1 株式会社タイヨウ 製造業 企業用 自動生産設備の設計・製作・据付・メンテナンス ● ● ●

10:30～11:50 2 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 ● ● ●

11:00～11:20 3 社会福祉法人実寿穂会　特別養護老人ホームラ・ポール有田 医療、福祉 特別養護老人ホームなど高齢者施設 ● ● ● ●

11:30～11:50 4 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 ● ● ●

13:00～13:20 5 株式会社エイジェック 複合サービス業 製造、行政、医療、教育の雇用、人材育成、事業開発 ● ● ●

13:30～14:50 6 一般社団法人　空 医療、福祉 身体・知的障がい者（児）の方の日中活動の見守り・介助 ● ● ●

14:00～14:20 7 株式会社戸畑製作所 製造業 純銅・銅合金鋳物製品の製造および販売 ● ● ●

14:30～14:50 8 特別養護老人ホーム　八女の里 医療、福祉 【介護・看護】高齢者施設における介護・看護業務　 ● ● ●

15:00～15:20 9 特別養護老人ホーム　富の里 医療、福祉 社会福祉事業全般 ● ● ●

15:30～15:50 10 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 ● ● ●

10:00～10:20 1 株式会社　アビタシオン 医療、福祉 福岡・千葉を中心に複数の有料老人ホームを運営している会社です ● ● ●

10:30～11:50 2 株式会社リプレイス 卸売・小売業 自動車のタイヤ販売・取付 ● ● ●

11:00～11:20 3 有限会社　大和企画　あんしん館 医療、福祉 介護業務全般及び必要書類作成 ● ● 経験者のみ

11:30～11:50 4 株式会社エイエイエス 情報通信業 ソフトウェア開発、保守、運用・ネットワーク設計・構築・保守 ● ● ●

13:00～13:20 5 双葉工業株式会社 建設業 交通安全施設施設の施工管理を行っています。 ● ● ●

13:30～14:50 6 株式会社日本福祉会 医療、福祉 サービス付き高齢者向け住宅2棟と介護保険事業所を各種運営。 ● ● ●

14:00～14:20 7 株式会社やまそう 生活関連サービス等 ・葬儀施行事業・会員募集事業・料理事業・司会事業・生花事業等 ● ● ●

14:30～14:50 8 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（介護事業、有料老人ホーム等の運営）等 ● ● ●

15:00～15:20 9 株式会社コスモプラス 卸売・小売業 健康関連商品の卸及び直販。 ● ● ●

15:30～15:50 10 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） ● ● ●

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

【11月16日～11月19日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　参加企業リスト

11月17日

11月18日

11月19日

11月16日



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。

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。

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

※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。

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。



支援が必要な障がい者の方を支援する障害福祉サービス事業

57人

　

業種: 卸売・小売業 業種： 建設業

連絡先: 092-292-6571　松崎 連絡先： 093-571-4581　蒲生　

【１1月1６日～１1月1９日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　１１月１６日参加企業

事業内容: 事業内容： インフラ等構造物の補修をメインとした工事現場の施工管理業務

従業員数:

募集職種: ①営業職　②一般職　③技術職 募集職種： ①施工管理職

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

本社所在地: 東京都港区 従業員数: 本社所在地： 北九州市小倉北区 58人（うち女性13人）

ＵＲＬ: http://www.bigmotor.co.jp/ ＵＲＬ： http://www.daiei-eng.co.jp/

企業PR： 企業PR：

防水・塗装工事を中心に、専門工事業として設立から65年にわたり、お客様の大切な資産の

維持補修に努めて参りました。当社が65年にわたり業務を行えたことは、

お客様に当社の取組が広くご理解頂けている証と思っております。

勤務地: 勤務地： 北九州市、千葉県（木更津市）、愛知県（東海市）、山口県（光市）

事業内容： 事業内容: 事業内容： 一般貨物自動車運送事業、人材派遣事業、宅配水事業、倉庫業有料老人ホームの運営、介護サービス事業所の運営 過熱水蒸気焼成機を主製品とした食品加工機械製造メーカーです。

連絡先： 092-918-2007　高尾 連絡先: 092-937-5500　島内 連絡先： 0120-635-534　福岡本社採用担当

業種： 医療、福祉 業種: 製造業 業種： 運輸・郵便業

募集職種： 募集職種: 募集職種： ①提案営業職　②物流管理職　③人事総務職　④ドライバー職

従業員数: 16人（うち女性4人） 本社所在地： 北九州市小倉北区 従業員数: 340人本社所在地： 太宰府市向佐野 従業員数: 本社所在地: 糟屋郡須恵町161人（うち女性101人）

①デイサービス介護職（宇美町）②デイサービス介護職（東区松田）③事務職員 ④営業職 ①機械設計・開発

ＵＲＬ： http://www.amenitylife-f.co.jp/ ＵＲＬ: https://imabayashi.jp ＵＲＬ： https://www.yamax-kokura.jp

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 勤務地: 糟屋郡須恵町 勤務地： 北九州市小倉北区　あるいは　糟屋郡須恵町

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）

糟屋郡宇美町（介護職員、事務職員）、東区松田（介護職員）、太宰府市（営業職)

企業PR： 企業PR： 企業PR：

2005年に運送業としてスタートし、輸送サービスをはじめ、 ドライバーや物流作業員の派遣業、

倉庫保管業、宅配水事業など、トータル物流サービスへと事業を拡大。

創業以来黒字経営を達成中。

376人

①介護職　②調理員

医療、福祉

連絡先： 連絡先： 092-477-9811　杉原 連絡先： 080-2710-5816　松﨑

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 医療、福祉 業種： その他 業種：

080-2735-9881　花田

自動車・物流・産業機械・プラント・造船・ソフトウェア・建築 宗像市福津市にて高齢者の入所や通所施設運営を行っております。

募集職種： ①相談支援専門員　②職業指導員・支援員　③生活支援員 募集職種： 募集職種：

従業員数: 424人（うち女性67人） 本社所在地： 宗像市用山 従業員数:本社所在地： 北九州市若松区 従業員数: 本社所在地： 愛知県名古屋市中区

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

ＵＲＬ： https://suzuranhome.com/ ＵＲＬ： http://www.hirate.com/ ＵＲＬ： https://www.kitatikuzen.net/

採用区分： 新卒・第２新卒・中途

勤務地： 勤務地： 勤務地： 福岡県宗像市か福津市のいずれか

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

北九州市内 福岡、愛知、静岡、東京、滋賀、三重

企業PR：

当施設をご利用される皆様が、住み慣れた地域でいつまでも

「その人らしく、輝ける」日常生活を営み、社会的独感の解消や、ご家族様の介護負担軽減に

少しでもお役立てできますよう、職務に邁進しております。

企業PR： 企業PR：

当法人では、職員が笑顔で働くことが出来るように福利厚生を充実させ、

時間有給を含む有給取得率の向上や残業を減らし、プライベートな時間の確保が出来るように努め、

明るく楽しく長く働ける職場づくりを目指しています。

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。

医療、福祉

連絡先： 092-441-5604　中村 連絡先： 092-282-5573　天野 連絡先： 092-582-0757　平山

事業内容： 公営競技場のシステム機器開発・運用・保守・運営など 事業内容： 事業内容：

業種： その他 業種： サービス業 業種：

旅行・セールスプロモーション・ＨＲ・コスメ事業 グループホーム・小規模多機能型居宅介護施設の運営

①介護職　②介護職（パート）

従業員数: 25人（うち女性15人） 本社所在地： 春日市須玖北 従業員数: 111人（うち女性89人）本社所在地： 東京都品川区 従業員数: 3000人 本社所在地： 福岡市博多区

募集職種： 募集職種： ①総合職 募集職種：①総合職　②エリア固定職

お客様の車に関する全てのことをサポートしていきます。

6000人

福岡県内。※職種によって配属可能な店舗が異なる

年齢や性別、学歴は一切関係ありません。頑張った分を正当に評価します！

若手が大活躍の会社です！会社と一緒に成長していきましょう！

車に興味がない方も大歓迎♪

「目配り気配り心配りをたいせつにした介護」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組を行っています。

誰もが知る大手食品製造メーカー様のニーズにお応えし、オーダーメイドでオンリーワンの機械を

製造販売しています。生産管理や品質管理、設計の補助、納品先でのお客様との折衝など

様々な経験を経て着実なキャリアアップが可能です。

企業PR：
公営競技を通して、地域社会に貢献し世の中を明るくすることを当社は目指しております。

そんな当社の一員となり、多くのお客様の「楽しい」という気持ちを一緒に支えていきませんか？
企業PR： 全国の学生・若者の現在と未来を支援し、共に成長して日本に貢献する企業となる。

ＵＲＬ： https://www.totor.co.jp/ ＵＲＬ： http://neo-club.jp/

勤務地： 福岡市・北九州市・山口エリア 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：

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

無資格、未経験可。社内研修あり。リフレッシュ特別休暇、育児休業、介護休業制度あり。

2015年「鍵をかけないケア」出版

ＵＲＬ： http://care-net.biz/40/welfare-sawayaka/

採用区分： 新卒

勤務地：福岡市博多区 春日市・大野城市・筑紫野市

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 ビッグモーター １０時００分～ 2 大榮株式会社 １０時３０分～

3 株式会社アメニティライフ １1時００分～ 4 株式会社今林鉄工所 １１時３０分～ 5 株式会社ヤマックス １３時００分～

6 社会福祉法人すみれ会 １3時３０分～ 7 株式会社ヒラテ技研 １４時００分～ ８ 社会福祉法人北筑前福祉会 １４時３０分～

9 日本トーター株式会社 １５時００分～ 10 株式会社ネオ倶楽部 １５時３０分～ 11 株式会社ウェルフェアネット １6時0０分～

http://www.bigmotor.co.jp/
http://www.daiei-eng.co.jp/
http://www.amenitylife-f.co.jp/
https://imabayashi.jp/
https://suzuranhome.com/
http://www.hirate.com/
https://www.kitatikuzen.net/
https://www.totor.co.jp/
http://neo-club.jp/
http://care-net.biz/40/welfare-sawayaka/


高齢者介護及び幼児保育

360人（うち女性310人）

　

本社、各拠点（福岡県内）

6884人

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

特別養護老人ホーム・ショート・デイ・介護計画サービス

①介護福祉士　②介護職　③生活相談員

企業PR：

当法人は、不況下でも安定した経営を行っております。

当施設は平成３０年（2018年）４月に、新築移転した新しい施設です。

異業種から入社されても先輩職員がサポートしますので、未経験でも安心して働けます。

企業PR：

町内に通所施設２か所、グループホーム５か所を展開し、更に施設を拡大しています。

福祉施設は感染症による仕事の影響を受けにくく、安定して仕事が出来ます。

未経験・無資格の方も優しく丁寧に指導します。ぜひ、一緒に働きませんか。

企業PR：

環境商品の専門店「ゆめソーラー」、リース型提供の「ゆめ電力の発電所」、

法人向け卸販売「楽エネ」を展開。再生可能エネルギーの地産地消をコーディネートし、

安心して住み続けられる地域コミュニティづくりを提供します。

ＵＲＬ： https://www.k-fukushikai.or.jp ＵＲＬ： https://www.hinanoie.com/ ＵＲＬ：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 八女市馬場 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

嘉穂郡桂川町

募集職種： 募集職種： ①支援員　②支援員（契約社員） 募集職種： ①営業職

従業員数: 本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 63人本社所在地： 八女市馬場 従業員数: 本社所在地： 嘉穂郡桂川町

①生活支援員

50人

連絡先： 0943-30-3001　松門 連絡先： 0948-65-5085　中川・山崎 連絡先： 092-475-5200　松下

業種： 医療、福祉 業種： 医療、福祉 業種： 卸売・小売業

事業内容： 障害福祉サービス 事業内容： 事業内容：障がい者の方への作業支援や日常生活支援を行います。 太陽光発電システムの販売・施工。再生可能エネルギー事業。

企業PR：

私たちは仲間と共に成長し、発展し、充実できる会社を目指します。

私たちはお客様のお困りごとを解決する創造型事業を追究し続けます。

私たちは社員とその家族が幸せで誇りを持てる会社であり続けます。

企業PR：

①一つの敷地内にすべての事業所があることで、横の繋がりも強くコミュニケーションが取りやすい。

②施設から在宅サービスまで、ご希望の職場で働ける

③自然に囲まれ、清潔で明るい雰囲気がある。以上が私たちの職場です。

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!?

ＵＲＬ： https://www.ogsic.jp/ ＵＲＬ： https://www.kirakuso.jp/ ＵＲＬ： https://youme-kitakyushu.co.jp

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

勤務地： 勤務地： 勤務地：福岡県柳川市・みやま市・八女市 朝倉市城 福岡県、山口県、大分県の各店舗

従業員数: 本社所在地： 北九州市八幡西区 従業員数: 1780人（うち女性1240人）

募集職種： ①営業職　②施工管理職　③工場管理職　④総務職 募集職種： ①介護職　②介護職　③介護支援専門員　④リハビリ職 募集職種：

本社所在地： 柳川市大和町 従業員数: 59人（うち女性16人） 本社所在地： 朝倉市城 135人（うち女性85人）

①総合職

卸売・小売業

連絡先： 0944-74-6811　徳永・古田 連絡先： 連絡先： 093-602-4689　小山

事業内容： 建設副産物や産業廃棄物をリサイクルした再生資源の製造・販売 事業内容： 事業内容：

業種： サービス業 業種： 医療、福祉 業種：

介護保険に伴う高齢者介護サービス業の運営

0946－23－8061　辰巳

スーパーマーケットチェーン「ゆめマート」を展開

企業PR：

福岡市に13事業所運営し多様な経験が可能です。「一人ひとりの笑顔のために」の

スローガンには、ご利用者とご家族そして職員の笑顔大切したいという思いがあります。

一緒にお仕事頑張っていただける方募集中。

企業PR：

創業５６年を迎え、総合建設業を営んでいる地場の老舗企業です。

現在代替わりして６年が経過し、新たなるチャレンジを積極的に行っている企業です。

自己成長できる環境にあるのが、当社の強みです！

企業PR：
開設41年目の社会福祉法人です。「地域のために地域とともに」の理念のもと、

地域に根差した介護と保育事業を行なっています。

ＵＲＬ： http://tokuwa.net ＵＲＬ： http://www.tesima.co.jp ＵＲＬ： http://hijirikai.com/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生

勤務地： 福岡市南区・博多区・春日市 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

医療、福祉

募集職種： 募集職種： 募集職種： ①介護職　②看護師　③介護職（パートタイマー）　④相談員

従業員数: 本社所在地： 福岡県久留米市 従業員数:本社所在地： 福岡市南区 従業員数: 本社所在地： 福岡市早良区

連絡先： 092-512-0668　江口 連絡先： 092-874-3781　椎山 連絡先：

業種： 医療、福祉 業種： 建設業 業種：

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:

事業内容： 事業内容： 総合建設業。保全工務管理や現場管理等。 事業内容：

ＵＲＬ：

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。

https://www.lifeco.co.jp/

233人（うち女性143人）

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

106人（うち女性68人）

【11月16日～11月19日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　11月17日参加企業

事業内容：

業種： 卸売・小売業

32人（うち女性6人）

①工務営業　②現場監督補佐

福岡市早良区

0943-76-9222　内藤

久留米市、小郡市、うきは市

募集職種： ①総合職

採用区分： 新卒・第2新卒

勤務地： 各店舗

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

6 社会福祉法人宏志会 １3時３０分～

８ 社会福祉法人上横山福祉会 １４時３０分～

1 株式会社ナフコ １０時００分～

2 社会福祉法人 徳和会 １0時３０分～ ３ 株式会社テシマ工業 １１時００分～ 4 社会福祉法人 ひじり会 １1時３０分～

5 大坪ＧＳＩ株式会社 １３時００分～ 7 株式会社ゆめマート北九州 １4時００分～

9 社会福祉法人 ひなの家 １5時００分～ 10 リフェコ株式会社 １5時３０分～

http://www.nafco.tv/top/index.html
https://www.k-fukushikai.or.jp/
https://www.hinanoie.com/
https://www.ogsic.jp/
https://www.kirakuso.jp/
https://youme-kitakyushu.co.jp/
http://tokuwa.net/
http://www.tesima.co.jp/
http://hijirikai.com/
https://www.lifeco.co.jp/


知的障がい者への身辺自立、作業・就労訓練への支援

28人（うち女性23人）

春日市星見ヶ丘

製造、行政、医療、教育の雇用、人材育成、事業開発

①製造オペレーター（検査、評価、設備管理）②エンジニア（機電系、IT情報通信系）③総合職（営業、事務管理、採用業務）

福岡市内

身体・知的障がい者（児）の方の日中活動の見守り・介助

北九州市小倉南区

175人

社会福祉事業全般

421人

機械設計・電気制御設計・ソフトウェア開発・翻訳業務

従業員数: 420人 本社所在地： 春日市星見ヶ丘 従業員数:

①生活支援員　②生活支援員（契約社員）　③相談支援員

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

実寿穂会のモットーは「仕事は楽しく」！働きやすく、やりがいを見つけられ、

かけがえのない仲間ができる職場環境づくりを取り組んでいます。

入居者様ご家族、また地域の方へ役にたてるよう活動を行っています。

【11月16日～11月19日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　11月18日参加企業

事業内容：

業種： 製造業

企業用 自動生産設備の設計・製作・据付・メンテナンス

北九州市門司区

募集職種： ①製造組立　②機械設計　③電気設計

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地：

連絡先： 093-481-6661　安藤

本社所在地： 北九州市門司区 従業員数: 29人（うち女性6人）

ＵＲＬ：

企業PR：

弊社は「提案型メカトロニクス企業」です。現状の課題やご要望をヒアリングし、

構想提案を提示・説明し、ご理解いただいた上で開発・設計を行い、

製作・試運転・引き渡しを行います。

http://www.taiyo-inc.jp

医療、福祉

連絡先： 092-738-3312　栗山 連絡先： 092-852-8111　波多野・高木 連絡先：

事業内容： 事業内容： 事業内容：

業種： 医療、福祉 業種： 医療、福祉 業種：

特別養護老人ホームなど高齢者施設 障害福祉サービス事業

092-558-1773　辻

募集職種： 募集職種： ①介護士　②看護師（パート） 募集職種：

本社所在地： 福岡市中央区 従業員数: 本社所在地： 長崎県長崎市140人（うち女性96人）

①保育士　②支援員（契約社員）　③支援員（パートタイマー）

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 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

企業PR：
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： 企業PR：

法人理念　ともに働く　ともに成長する　ともに喜ぶ　のもと、

障がい者の意思決定支援に取組んでいます。

ＵＲＬ： http://fukuoka-ssc.or.jp/ ＵＲＬ： http://a-mizuhokai.jp ＵＲＬ： https://swc-harukaze.or.jp/

勤務地： 勤務地： 福岡市早良区 勤務地：福岡市内各事業所

事業内容： 事業内容： 事業内容： 純銅・銅合金鋳物製品の製造および販売

連絡先： 070-1240-9774　伊集院 連絡先： 080-3989-8152　三橋 連絡先： 093-471-7789　松岡

業種： 複合サービス業 業種： 医療、福祉 業種： 製造業

募集職種： 募集職種： ①児童発達支援管理責任者　②サービス管理責任者　③保育士　④支援員 募集職種： ①営業職　②生産管理　③技術部　④技能工

従業員数: 57人（うち女性38人） 本社所在地： 北九州市小倉南区 従業員数: 125人（うち女性7人）本社所在地： 東京都新宿区 従業員数: 17500人（うち女性7000人） 本社所在地： 筑紫野市上古賀

勤務地： 勤務地： 筑紫野市・大野城市 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：

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：

小学生～高校生までの障がい児、及び１８才以上の障がい者の方を対象とした福祉施設を

3施設運営しております。

ご利用者様とそのご家族の思いに寄り添ってご支援を行うとてもやりがいのあるお仕事です。

企業PR：

北九州にて製造業を営む、創業73年目を迎えた老舗企業でございます。日本製鉄様をはじめ、

国内の主力製鉄所様とお取引させていただいており、高炉用部材供給者のニッチトップとして

長年安定した企業経営をさせていただいております。

ＵＲＬ： https://www.agekke.co.jp/ ＵＲＬ： https://sora-net.or.jp ＵＲＬ： http://www.tobata-s.com

事業内容： 【介護・看護】高齢者施設における介護・看護業務　 事業内容： 事業内容：

連絡先： 0943-22-2200　野田 連絡先： 092-324-1200　松下 連絡先： 0574-27-2520　三品

業種： 医療、福祉 業種： 医療、福祉 業種： サービス業

募集職種： 募集職種： 募集職種： ①機械設計　②電気設計　③CADオペレータ

従業員数: 本社所在地： 岐阜県加茂郡 従業員数: 340人（うち女性120人）本社所在地： 八女市柳島 従業員数: 本社所在地： 三井郡大刀洗町

①介護職員　②看護職員 ①介護職　②ケアマネジャー（介護支援専門員）③地域包括支援センタースタッフ

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 八女市柳島 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

糸島市富 福岡市博多区

企業PR：
社会福祉専門職、社会人として成長できるような研修体制を確立しており、

事業拡大志向ではなく「小さくてもキラリと光る法人」として地域貢献を目指しています。
企業PR：

充実した研修体制・サポーター制度により未経験の方も手厚く支援します。

離職率は他施設に比べてもかなり低いです。法人規模も大きいので、

安定した収入及び退職金制度もあり将来設計についても安心して頂けます。

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！

ＵＲＬ： https://www.yame-sato.com ＵＲＬ： https://www.jiaikai-fuk.or.jp/ ＵＲＬ： http://www.techno-line.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。）

金融・保険業

公務

6 一般社団法人 空 １3時３０分～

８ 特別養護老人ホーム 八女の里 １４時３０分～

2 社会福祉法人福岡障害支援センター １0時３０分～ 4 社会福祉法人はるかぜ福祉会 １1時３０分～

9 特別養護老人ホーム 富の里 １5時００分～

1 株式会社タイヨウ １０時００分～

５ 株式会社エイジェック １３時００分～ 7 株式会社戸畑製作所 １４時００分～

１0 株式会社テクノ・ライン １5時３０分～

3 社会福祉法人実寿穂会 特別養護老人ホームラ・ポール有田 １1時００分～

http://www.taiyo-inc.jp/
http://fukuoka-ssc.or.jp/
http://a-mizuhokai.jp/
https://swc-harukaze.or.jp/
https://www.agekke.co.jp/
https://sora-net.or.jp/
http://www.tobata-s.com/
https://www.yame-sato.com/
https://www.jiaikai-fuk.or.jp/
http://www.techno-line.jp/


　

ソフトウェア開発、保守、運用・ネットワーク設計・構築・保守

福岡、北九州、大分、鹿児島、熊本、長崎、佐世保、広島

http://www.cosmoplus.co.jp

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）

福岡市・春日市（福岡県）、那覇市・浦添市（沖縄県）

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

12人（うち女性3人）

若い世代から子育てを頑張っている世代、様々な方が働いています。介護をしたことのない職員、

ベテラン職員全体で切磋琢磨カバーしながら働ける会社です。

新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

募集職種： 募集職種： ①総合職 募集職種： ①総合職①介護スタッフ　②看護師

従業員数: 50人（うち女性24人） 本社所在地： 福岡市南区

介護付有料老人ホーム アビタシオン博多 ／ 介護付有料老人ホーム アビタシオン浄水

自動車のタイヤ販売・取付

大野城御笠川

189人

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）

企業PR： 企業PR： 企業PR：

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

多角化を進めております。福利厚生にも力を入れており、産休育休取得制度や、

教育制度・資格取得制度等、全従業員が安心してやりがいを持って働ける会社です。

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。

30年前から健康長寿の社会を目指してきた当社。

コスモプラスはお客様一人一人と向き合い成長してきました。

技術がなくても「お客様の健康の為に」と考え行動できれば、きっと活躍できます。

ＵＲＬ： http://www.anabuki-medical.jp/ ＵＲＬ： ＵＲＬ：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 福岡市内3施設 勤務地： 勤務地：

採用区分：

従業員数: 223人（うち女性90人）本社所在地： 香川県 従業員数: 本社所在地： 福岡市博多区750人（うち女性600人）

連絡先： 087-825-0561　人事広報部　日隈・朝日 連絡先： 092-451-0625　南 連絡先： 092-832-4976　上野・倉田　

業種： 医療、福祉 業種： 卸売・小売業 業種： 卸売・小売業

事業内容： 事業内容： 健康関連商品の卸および直販 事業内容：介護関連事業（介護事業、有料老人ホーム等の運営）等

企業PR：

人の命を守るガードレールなど、交通安全に必要な設備を扱う専門家です。

道路の安全を守るのは、たった一つの標識だったりする。

誰もが安全・便利に利用できる道を当社は手がけています。

企業PR：

社員ひとりひとりの働く環境に柔軟に対応しています。

育休の取得、企業内保育園の運営を行いパパ・ママ社員を応援しています。

また、介護休暇の取得や健康診断も積極的に実施し、社員の健康管理に努めています。

企業PR：

葬祭事業を通じて地域社会のお役に立つことを目的とし、安心で満足いくアフターサービスを

送る事を使命としています。本年度は創業２５周年を迎え、地域社会との繋がりを大切に

地域ナンバーワン・オンリーワン企業を目指します。

・福岡市内（中央区、南区、西区）　・筑紫野市、太宰府市　・飯塚市

ＵＲＬ： https://www.futaba-k.com/recruit/ ＵＲＬ： https://www.egaode-n.com/ ＵＲＬ： http://www.yamasou1919.co.jp/

募集①福岡市博多区、久留米市　募集②久留米市

採用区分： 新卒・第２新卒・中途

勤務地： 勤務地： 福岡市南区 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

募集職種： 募集職種： ①事務職　②介護職 募集職種： ①セレモニープランナー　②事務職　③料理部門①現場施工・管理補佐　②営業事務

従業員数: 108人（うち女性83人） 本社所在地： 飯塚市鯰田 従業員数: 60人本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 21人（うち女性7人） 本社所在地： 福岡市南区

連絡先： 092-504-5005　星子（ほしこ） 連絡先： 080-4819-8951　草尾 連絡先： 0120-80-5129　白次（シラツギ）

業種： 建設業 業種： 医療、福祉 業種： 生活関連サービス等

事業内容： 事業内容： 事業内容：交通安全施設施設の施工管理を行っています。 サービス付き高齢者向け住宅2棟と介護保険事業所を各種運営。 ・葬儀施行事業・会員募集事業・料理事業・司会事業・生花事業等

企業PR： 企業PR： 企業PR：
福岡本社を立ち上げて３年目になります。

一緒に盛り上げてくれるメンバーを募集中です。

福岡市内

ＵＲＬ： https://www.replays-auto.com/src/employment.php ＵＲＬ： http://www.anshincare.jp/ ＵＲＬ： http://aasc.co.jp/index.html
不況に強く福利厚生が充実。

地方ではクルマは生活に欠かせない交通手段であり、クルマに乗っていれば誰もが必ずタイヤを交換します。

だから不景気に強く安定しています。

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 勤務地： 北九州市八幡西区 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（経験者のみ）

募集職種： ①販売ピットスタッフ 募集職種： ①介護職 募集職種：

従業員数: 19人（うち女性16人） 本社所在地： 東京都港区 従業員数:本社所在地： 福岡県 従業員数: 本社所在地： 北九州市八幡西区

情報通信業

連絡先： 090-8912-5418　岡 連絡先： 093-619-4165　藤原 連絡先： 080-7893-1516　大島

事業内容： 事業内容： 介護業務全般及び必要書類作成。 事業内容：

業種： 卸売・小売業 業種： 医療、福祉 業種：

ＵＲＬ： http://www.habitation.co.jp/

企業PR：

弊社は1984年に第一号の「アビタシオン博多Ⅰ号館」を開設後、有料老人ホームの運営を

主軸に高齢者生活サービスの開発や老人ホームの新規開設などを行っています。

現在は全国に25の介護施設を運営し、着実に事業拡大をしています。

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地：

連絡先： 092-272-0772　井地口

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数: 500人（うち女性336人）

【11月16日～11月19日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　11月19日参加企業

事業内容： 福岡・千葉を中心に複数の有料老人ホームを運営している会社です

業種： 医療、福祉

募集職種： ①介護職員　②介護職員（パート社員）③正看護師

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

6 株式会社日本福祉会 １3時３０分～

８ あなぶきメディカルケア株式会社 １４時３０分～

3 有限会社大和企画 あんしん館 １1時0０分～

1 株式会社アビタシオン １0時００分～

2 株式会社リプレイス １０時３０分～ 4 株式会社エイエイエス １１時３０分～

5 双葉工業株式会社 １3時００分～ 7 株式会社やまそう １4時００分～

9 株式会社コスモプラス １５時００分～ １0 株式会社日本電子 １5時３０分～

http://www.cosmoplus.co.jp/
http://www.ndc-recruit.jp/
http://www.anabuki-medical.jp/
https://www.futaba-k.com/recruit/
https://www.egaode-n.com/
http://www.yamasou1919.co.jp/
https://www.replays-auto.com/src/employment.php
http://www.anshincare.jp/
http://aasc.co.jp/index.html
http://www.habitation.co.jp/

