
新卒 第２新卒 中途 留学生

10:00～10:20 1 ナビオコンピュータ株式会社　 情報通信業 ソフト開発・インフラ構築・システム運用・ITサポート ● ● ●

10:30～10:50 2 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ サービス業 ウェブ制作事業（集客・採用・EC） ● ● ●

11:00～11:20 3 株式会社アビタシオン 医療、福祉 有料老人ホームの運営 ● ● ●

11:30～11:50 4 株式会社アステア 製造業 自動車部品、農機具等の開発・設計・製造及び販売 ● ● 経験者のみ

13:00～13:20 5 株式会社ジェイウェイブ サービス業 人材サービス業 ● ● 経験者のみ

13:30～13:50 6 一般社団法人　空 医療、福祉 障がい者（児）を対象とした生活介護・放課後等デイサービス事業 ● ● 経験者のみ

14:00～14:20 7 株式会社ジー・イー・エヌ 情報通信業 弊社は社会インフラである物流分野を中心に事業展開しております ● ● ● 経験者のみ

14:30～14:50 8 西嶋電設株式会社 建設業 電気工事業（送電線路建設工事） ● ● ●

15:00～15:20 9 医療法人成晴会　堤病院 医療、福祉 ・精神科病院・精神科デイケア・精神科訪問看護 ● ● ●

15:30～15:50 10 共栄資源管理センター小郡 生活関連サービス等 小郡市のごみ収集運搬事業・生活支援サービス事業 ● ●

10:00～10:20 1 株式会社エイエイエス 情報通信業 ・システム開発・システム基盤設計(AWS) ● ● 経験者のみ

10:30～10:50 2 もりや産業株式会社 卸売・小売業 「包装・物流・環境設備機器」の販売に特化した専門会社です。 ● ● ●

11:00～11:20 3 社会福祉法人福智会 医療、福祉 高齢者介護事業 ● ● ●

11:30～11:50 4 ラックデザイン株式会社 製造業 半導体工場・装置向け排気配管加熱ヒータを製造・販売 ● ● ● ● ●

13:00～13:20 5 日本コンセントリクス株式会社 サービス業 カスタマーケア・ビジネスプロセスアウトソーシングサービス ● ● 経験者のみ

13:30～13:50 6 社会福祉法人 福岡障害者支援センター 医療、福祉 知的障がい者への身辺自立、作業・就労訓練への支援 ● ● ●

14:00～14:20 7 双葉工業株式会社 建設業 交通安全施設の施工管理を行っています。 ● ● ●

14:30～14:50 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 ● ● ●

15:00～15:20 9 株式会社コスモプラス 卸売・小売業 健康食品、無添加食品などの健康関連商品の卸及び直販。 ● ● ●

15:30～15:50 10 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 ● ● ●

10:00～10:20 1 テクノブレイブ株式会社 情報通信業 受託開発や製品開発、ラボ型開発、人材派遣、SES ● ●

10:30～10:50 2 株式会社テシマ工業 建設業 総合建設業。大規模修繕工事やリフォーム・増改築の現場管理。 ● ● ●

11:00～11:20 3 特別養護老人ホーム　八女の里 医療、福祉 高齢者への介護事業(施設・在宅)の運営。 ● ● 経験者のみ ●

11:30～11:50 4 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 ● ● ● ● ●

13:00～13:20 5 久留米印刷株式会社 製造業 伝票などのビジネスフォームを中心とした総合印刷業 ● ● ●

13:30～13:50 6 社会福祉法人ひじり会 医療、福祉 高齢者介護、幼児保育を行っている社会福祉法人です。 ● ● ● ●

14:00～14:20 7 太陽建機レンタル株式会社 その他 建設・土木業者ヘ建設機械・産業用車両などの総合レンタル業 ● 経験者のみ

14:30～14:50 8 医療法人 和仁会 東福岡和仁会病院 医療、福祉 医業内科・外科・リハビリテーション科、入院施設１９９床 ● ● ●

15:00～15:20 9 株式会社イクス 建設業 1.大型施設の空調自動制御システム保守　2.画像処理研究 ● ● ●

15:30～15:50 10 株式会社総合システム 卸売・小売業 西部ガスの関連会社としてガス機器提案型営業、その他委託業務 ● ● ●

10:00～10:20 1 株式会社エイジェック 複合サービス業 人材総合プロデュース業として行政、製造、建設業界等で展開 ● ● ●

10:30～10:50 2 麻生介護サービス株式会社 医療、福祉 訪問介護、訪問看護他。福岡県内に11の介護事業を運営。 ● ● ●

11:00～11:20 3 株式会社ワークス 製造業 超精密部品の製造 ●

11:30～11:50 4 有限会社ライヴ 金融・保険業 保険代理業 ● ● ●

13:00～13:20 5 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 ICT・半導体・輸送機器業界に向けた技術ソリューション事業 ● ● ● 経験者のみ

13:30～13:50 6 社会福祉法人恵和会 医療、福祉 介護保険事業（高齢者介護） ● ●

14:00～14:20 7 津福工業株式会社 建設業 空調設備および機器の提案、設計、施工、メンテナンス ● ● ●

14:30～14:50 8 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 ● ● ●
要

介護福祉資格

15:00～15:20 9 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 ● ● ●

15:30～15:50 10 株式会社ドン・キホーテ 卸売・小売業 ビッグコンビニエンス＆ディスカウントストア ● ● 経験者のみ ●

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

2月7日

2月8日

2月9日

2月10日

【2月7日～2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

参加日 参加時間 番号 企業名 業種 事業内容 理系のみ
採用区分



厚生労働大臣の認定（プラチナくるみん認定）

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。

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。

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。

くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業が「プラチナくるみん認定」を受けています。

この認定を受けた企業の証が「プラチナくるみんマーク」です。

厚生労働大臣の認定（えるぼし認定）

「えるぼし認定」とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。

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。



ソフト開発・インフラ構築・システム運用・ITサポート

自動車部品、農機具等の開発・設計・製造及び販売

　

本社所在地：

募集職種：

採用区分：

事業内容：

小郡市のごみ収集運搬事業・生活支援サービス事業

情報通信業

企業PR：

手に職。文系理系問わず未経験者採用。

ウェブサイトの制作・改善に必要な知識を身につけながら仕事ができます。

また、弊社ではリモートワークを導入しているので柔軟な働き方に対応しています。

企業PR：
来年で創業40周年となり、福岡、千葉、北海道を中心に老人ホームを運営している会社です。

無資格・未経験の方でも安心してご入社いただけるよう、介護系の資格を無料で取得できる

制度をご用意しております。

企業PR：

企業PR： 企業PR： 企業PR：

小郡市上岩田

空グループでは子どもから大人までの一貫したサービスと、利用者ひとりひとりの価値観・可能性を大切に、

そのご家族の思いにもしっかりと寄り添う支援を日々実践しています。

とてもやりがいがあり自分を成長させてくれる仕事です。

電気工事業（送電線路建設工事）

九州一円の鉄塔建設現場

210人

①看護補助

遠賀郡岡垣町勤務地： 勤務地：

募集職種： ①総合職

従業員数: 本社所在地： 小郡市上岩田 従業員数: 43人(うち女性6人)

新卒・第２新卒・中途 採用区分： 新卒・第２新卒・中途

九州地区

①システムエンジニア・プログラマ ②システム運用エンジニア ③ネットワークエンジニア ④ITサポートエンジニア

企業PR：

「技術と信頼」の理念のもと、基礎・組立・架線から保守に至る一貫した体制で事業実績を誇り、

技術力と知識を生かした施工は、業界内で高い評価と信頼を得ています。

豊富な実績を送電線事業を通じて広く社会に貢献してまいります。

企業PR：

・ご家族への介護や人に教えてあげられる、やりがいのある社会貢献の高いお仕事です。

・１０年以上勤務しているスタッフ多数。・無資格、未経験者歓迎。

・採用決定後、すぐに入職が可能

企業PR：

「いつもありがとう」と、市民の皆さまから感謝されるやりがいの大きい仕事です。

小郡市民の心に寄り添い、ごみ出しが困難なご家庭は個別に対応するなど、

地域に密着した私たちのサービスは市民満足度調査でも高い評価を得ています。

ＵＲＬ： https://www.nden.co.jp/ ＵＲＬ： http://tsutsumi-hp.com/ ＵＲＬ： https://www.kyoeisigen.co.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒

勤務地：

人材サービス業

①②全国２５拠点いずれか　③に関しては、福岡県行橋市（転勤無）

地域密着に拠点を展開するジェイウェイブ、

全国25拠点から数年後には５０拠点を目指して人材を募集しています。

人と地域に関わり、自分のスキルを伸ばすこともできます。一緒に働きませんか？

①送電線路建設技能工 募集職種：募集職種：

採用区分：

福岡県那珂川市 従業員数: 51人（うち女性5人） 本社所在地： 遠賀郡岡垣町

生活関連サービス等

連絡先： 092-952-3314　渡部 連絡先： 093-282-1234　八木 連絡先： 0942-72-0497　一ノ瀬

本社所在地：

事業内容： ・精神科病院・精神科デイケア・精神科訪問看護 事業内容：

業種： 建設業 業種： 医療、福祉 業種：

事業内容：

物流設備や倉庫を管理するソリューション事業と物理的に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で構成されます。事業基盤で市場を創生し

お客様と従業員の喜びを創造することで持続可能な社会の実現に貢献します。

ＵＲＬ： https://www.jwave.co.jp/ ＵＲＬ： https://sora-net.or.jp ＵＲＬ： http://www.gen-web.jp/

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数:福岡市博多区 従業員数: 260人（うち女性110人） 本社所在地： 筑紫野市上古賀

勤務地： 勤務地： 大野城市、又は筑紫野市 勤務地：

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(経験者のみ)採用区分：

本社（福岡市博多区）又は北九州工場（北九州市八幡西区）

18人（うち女性2人）

採用区分： 新卒・第2新卒・中途（経験者のみ）

本社所在地：

募集職種： ①人材コーディネーター (新卒) ②企画営業職 (総合職) (中途) ③製造職 (契約社員) 募集職種： ①支援員　②支援員(契約社員)　③保育士(契約社員) 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: 56人（うち女性38人）

連絡先： 092-409-0051　山下 連絡先： 080-3989-8152　三橋 連絡先： 093-644-9352　大神　

事業内容： 事業内容： 弊社は社会インフラである物流分野を中心に事業展開しております

業種： サービス業 業種： 医療、福祉 業種：

障がい者（児）を対象とした生活介護・放課後等デイサービス事業

当社は、自動車関連を主とする総合部品メーカーです。

高い技術に裏付けられた開発力で積極的にカーメーカーへの提案を行い、

単なるサプライヤーにとどまらずその存在感を発揮しています。

ＵＲＬ： https://www.ycomps.co.jp/ ＵＲＬ： http://www.habitation.co.jp/ ＵＲＬ： https://asteer.co.jp/

勤務地： 勤務地： 勤務地： 九州工場福岡市博多区 福岡市博多区(介護付有料老人ホーム アビタシオン博多 )／福岡市中央区( 介護付有料老人ホーム アビタシオン浄水)

新卒・第2新卒・中途 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)

450人（うち女性300人） 本社所在地： 岡山県総社市 従業員数: 623人

①ウェブディレクター候補（ウェブサイトの企画、制作スケジュール管理など） 募集職種： ①介護職　②介護職(パート社員) 募集職種：

福岡市博多区 従業員数: 本社所在地： 福岡市博多区 従業員数:

①設備保全職　②品質管理職　③生産管理職　④製造スタッフ

9人

連絡先： 連絡先： 0120-1165-90　穂坂 連絡先： 0866-93-2323　澁谷092-415-1515　瀬戸

業種： サービス業 業種： 医療、福祉 業種： 製造業

勤務地：

連絡先： 092-262-7802　吉村

本社所在地： 大阪市中央区 従業員数: 1446人（うち女性262人）

事業内容： 事業内容：ウェブ制作事業（集客・採用・EC）

ＵＲＬ： https://www.navio.co.jp

企業PR：
創業53年目の情報サービスの会社です。

文理問わず幅広く募集しております。

まずは「コンピュータが好き！」な方と沢山出会いたいと思っています。

有料老人ホームの運営事業内容：

【2月7日～2月10日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　2月7日参加企業

事業内容：

業種： 情報通信業

募集職種：

採用区分： 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

不動産業等

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 ナビオコンピュータ株式会社 １0時００分～

２ 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ １0時３０分～ ３ 株式会社アビタシオン １1時0０分～ 4 株式会社アステア １1時3０分～

5 株式会社ジェイウェイブ １3時００分～ 6 一般社団法人 空 １3時３０分～ 7 株式会社ジー・イー・エヌ １4時００分～

8 西嶋電設株式会社 １4時３０分～ 9 医療法人成晴会 堤病院 １5時００分～ 10 共栄資源管理センター小郡 １5時3０分～

https://www.nden.co.jp/
http://tsutsumi-hp.com/
https://www.kyoeisigen.co.jp/
https://www.jwave.co.jp/
https://sora-net.or.jp/
http://www.gen-web.jp/
https://www.ycomps.co.jp/
http://www.habitation.co.jp/
https://asteer.co.jp/
https://www.navio.co.jp/


「包装・物流・環境設備機器」の販売に特化した専門会社です。

61人（うち女性45人）

知的障がい者への身辺自立、作業・就労訓練への支援

一般乗用旅客自動車運送事業　訪問介護事業

勤務地：

採用区分：

事業内容：

本社所在地：

募集職種：

採用区分：

春日市星見ヶ丘 勤務地： 福岡、北九州、九州圏内 勤務地：

新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 福岡市中央区　那珂川市　糸島市　いづれか希望を考慮

半導体工場・装置向け排気配管加熱ヒータを製造・販売

福岡県みやま市瀬高町

交通安全施設の施工管理を行っています。

21人（うち女性7人）

福岡（本社）

①生活支援員　②生活支援員（契約社員） 募集職種： 募集職種：

採用区分: 新卒・第2新卒・中途(経験者のみ)福岡市

①ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務)　 ②ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務/在宅)

③ﾄﾚｰﾅｰ/新人研修担当(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)　④採用業務担当
募集職種: 

業種：

企業PR： 障がい者の居場所（環境）づくりと、意思決定支援を目指しています。 企業PR：

平成元年の創業以来、「健康」を通して人々と社会に献上している株式会社コスモプラス。

健康食品・自然食品をはじめ、数多くの商品を取り扱っている当社では、

皆様の成長を支援する体制を十分に備えております。

企業PR： もっと自由に自分らしく働いてみませんか！

ＵＲＬ： https://swc-harukaze.or.jp/ ＵＲＬ： ＵＲＬ： https://nishinihon-taxi.com/http://www.cosmoplus.co.jp

①タクシー乗務員①総合職

従業員数: 46人（うち女性20人） 本社所在地： 福岡市中央区 従業員数: 288人（うち女性13人）春日市星見ヶ丘 従業員数: 本社所在地： 福岡市博多区26人（うち女性21人）

連絡先： 092-558-1773　辻 連絡先： 092-451-0625　南 連絡先： 092-761-7150　松山

業種： 医療、福祉 業種： 卸売・小売業 業種： 運輸・郵便業

事業内容： 健康食品、無添加食品などの健康関連商品の卸及び直販。 事業内容：障害福祉サービス事業

企業PR：

さまざまな業界のカスタマーサービスを手がける当社。高い専門性と顧客満足度の高い対応を

強みとしています。コンセントリクスの魅力は、次の3つです。

・風通しのいい社風・ワークライフバランス・充実した福利厚生

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、幼児期から成人期まで、

様々な年代の方への一貫した支援を目指し、日々の支援に取り組んでいます。
企業PR：

ガードレールや道路標識など、交通安全に必要な設備を扱う専門家です。

誰もが安全・便利に利用できるように当社は手がけています。

ＵＲＬ： https://japan.concentrix.com/ ＵＲＬ： http://fukuoka-ssc.or.jp/ ＵＲＬ： https://www.futaba-k.com/recruit/

採用区分： 新卒・第２新卒・中途

勤務地： 福岡市内各事業所 勤務地：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

募集職種： ①支援員（生活介護・就労継続）②支援員（共同生活援助）③支援員(契約社員) 募集職種： ①総合職/現場施工アシスタント（現場管理職候補）

従業員数: 140人（うち女性96人） 本社所在地： 福岡市博多区 従業員数:東京都江東区 従業員数: 3000人 本社所在地： 福岡市中央区本社所在地：

勤務地：

080-9099-5252　西 連絡先： 092-738-3312　栗山 連絡先： 092-504-5005　星子（ほしこ）

サービス業 業種： 医療、福祉 業種： 建設業

連絡先：

カスタマーケア・ビジネスプロセスアウトソーシングサービス 事業内容： 事業内容：事業内容：

企業PR：

創業以来黒字経営を行っており、業界内では知名度も有ります。顧客感動を目指し

創業61周年を迎えます。新入社員研修・OJT研修やメンター制度の実施フォローアップ面談や

キャリアプランを個人別に目標設定し支援しております。

企業PR：
設立４８年の県内有数の歴史を誇る社会福祉法人でありながら、近年では介護記録ソフト

「Notice」の独自開発で注目されるなど、新たな挑戦を続けています。 企業PR：

若い会社です。今後伸びる半導体業界が顧客です。

成長著しい業界で、一緒にものづくりを楽しみましょう。

現在は、配管加熱ヒータですが、今後は色々な商品を開発し、世界へビジネスを広げます。

ＵＲＬ： ＵＲＬ： http://www.fukuchikai.jp/ ＵＲＬ： https://jp.luckdesign.jp/https://www.moriyas.co.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途・留学生

勤務地： 勤務地：

新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第2新卒・中途

福岡市博多区 田川郡福智町

①営業職 募集職種： ①介護職　②理学療法士　③介護補助員(パート可)　④事務職 募集職種： ①設計・製造

従業員数: 本社所在地： 福岡県みやま市 従業員数: 10人（うち女性7人）大阪市城東区 従業員数: 145人（うち女性44人） 本社所在地： 田川郡福智町本社所在地：

募集職種：

連絡先： 06-6969-9838　川平 連絡先： 連絡先： 080-7931-7123　竹下

事業内容： 事業内容：

業種： 卸売・小売業 業種： 医療、福祉 業種：

高齢者介護事業

0947-22-1434　永末

事業内容：

企業PR： 福岡本社を一緒に盛り上げて頂けるメンバーを大募集中です！

製造業

勤務地： 福岡市内

連絡先： 080-7893-1516　大島

本社所在地： 東京都港区 従業員数:

ＵＲＬ： http://aasc.co.jp/

189人

【2月7日～2月10日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　2月8日参加企業

事業内容：

業種： 情報通信業

募集職種： ①システムエンジニア

採用区分： 新卒・第2新卒・中途 (経験者のみ)

・システム開発・システム基盤設計(AWS)

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

不動産業等

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 株式会社エイエイエス １0時００分～

３ 社会福祉法人 福智会 １1時0０分～ 4 ラックデザイン株式会社 １1時3０分～

6 社会福祉法人 福岡障害者支援センター １3時３０分～

2 もりや産業株式会社 １0時３０分～

5 日本コンセントリクス株式会社 １3時００分～ 7 双葉工業株式会社 １4時００分～

8 社会福祉法人はるかぜ福祉会 １4時3０分～ ９ 株式会社コスモプラス １5時００分～ 10 西日本自動車株式会社 １５時３０分～

https://swc-harukaze.or.jp/
https://nishinihon-taxi.com/
http://www.cosmoplus.co.jp/
https://japan.concentrix.com/
http://fukuoka-ssc.or.jp/
https://www.futaba-k.com/recruit/
http://www.fukuchikai.jp/
https://jp.luckdesign.jp/
https://www.moriyas.co.jp/
http://aasc.co.jp/


受託開発や製品開発、ラボ型開発、人材派遣、SES

伝票などのビジネスフォームを中心とした総合印刷業

360人（うち女性310人）

【2月7日～2月10日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　2月9日参加企業

事業内容：

業種： 情報通信業

事業内容：

本社所在地：

募集職種：

募集職種：

採用区分： 新卒・第２新卒

勤務地： 福岡市博多区（福岡オフィス）

連絡先： 092-432-7017　村上

本社所在地： 東京都千代田区 従業員数:

ＵＲＬ： https://www.tbrave.com/

企業PR：

近年ではAI・IoT・xR・RPA・クラウド等の最新の技術を駆使し

多くのお客様にサービスを提供し、喜んでいただいています。

また、全社員から新規事業や製品のアイデアを募って生み出す取り組みを継続的に実施しています。

その他

連絡先： 092-874-3781　椎山 連絡先： 連絡先： 092-477-9811　杉原

事業内容： 事業内容：

業種： 建設業 業種： 医療、福祉 業種：

①工務営業（保全部） ②現場管理補佐（建築部） 募集職種： 募集職種：

福岡市早良区 従業員数: 32人（うち女性6人） 本社所在地： 八女市柳島

ＵＲＬ： ＵＲＬ： https://www.yame-sato.com ＵＲＬ： http://www.hirate.com/

勤務地： 勤務地： 勤務地：

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

企業PR：

総合建設業を営んでいる創業５７年目を迎えた地場の老舗企業です。

人が生きていく上で最も重要である衣・食・住の一つである《住》生活を支える会社です。

流行すたりがなく景気の影響を受けにくい安定した仕事です。

企業PR：
当法人の特徴は、職員の研修体制です。一人一人の職員が社会福祉の専門職として、

社会人として成長できるようなキャリアアップ体制を確立しています。

地域社会に評価されるよう努めています。

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。

連絡先： 0943-32-5511　長田 連絡先： 連絡先： 092-572-8111　吉田

事業内容： 事業内容：

業種： 製造業 業種： 医療、福祉 業種：

事業内容：

募集職種：

従業員数: 本社所在地： 静岡市駿河区 従業員数:八女郡広川町 従業員数: 約150人 本社所在地： 福岡県久留米市本社所在地：

募集職種：

ＵＲＬ： http://www.kurume-insatsu.co.jp ＵＲＬ： http://hijirikai.com/ ＵＲＬ： https://www.taiyokenki.co.jp/

福岡県内（八女郡、大野城市、久留米市）東京、大阪のいずれか

採用区分： 新卒・中途 (経験者のみ)

勤務地： 勤務地： 勤務地：

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：

①営業職 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

企業PR：

当社の製品は企業運営に不可欠な伝票商品です。商品の専門性やお客様からのリピート率が高く、

どのような状況下でも安定した需要があることが大きな特性です。

近年は会社としての多角化を目指し様々な分野への展開を実践しています。

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・保育を行っています。

事業拠点も10か所あり、自宅に近い勤務先を考慮致します。

企業PR：
三井物産㈱と住友商事㈱のグループ企業です。確固たる経営基盤を背景に

関東から九州まで122支店を有する業界屈指の安定成長優良企業です。

連絡先： 03-5437-2050　大地 連絡先： 093-603-7174　横川

事業内容： 1.大型施設の空調自動制御システム保守2.画像処理研究 事業内容：

業種： 医療、福祉 業種： 建設業 業種：

事業内容：

勤務地： 勤務地：

募集職種： ①フィールドエンジニア 募集職種： ①総合職（営業）

従業員数: 本社所在地： 北九州市八幡西区 従業員数: 32人（うち女性11人）

採用区分：

ソフトウェア・自動車・物流・産業機械・プラント・造船・建築

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

福岡、愛知、静岡、東京、滋賀、三重

建設・土木業者ヘ建設機械・産業用車両などの総合レンタル業

①営業職

北九州支店(小倉北区)・福岡西支店(福岡市西区)・福岡東支店(福岡市東区)・久留米支店(久留米市)

①介護職員　②介護職員(パート)

八女市柳島

175人(うち女性120人)

2880人（うち女性420人）

その他

従業員数: 本社所在地： 愛知県名古屋市中区

長崎市中里 従業員数: 本社所在地： 東京都品川区本社所在地：

募集職種：

連絡先：

30人（うち女性7人）

①インフラエンジニア ②ソフトウェア開発エンジニア

総合建設業。大規模修繕工事やリフォーム・増改築の現場管理。

本社及び福岡市近郊

http://www.tesima.co.jp

高齢者への介護事業(施設・在宅)の運営。

0943-22-2200　野田

企業PR：

「何よりもいたわりの心で」が病院の基本理念です。介護経験者、未経験者、ブランクのある方、

スキルや経験に合わせた教育計画を作成しサポート致しますので安心して下さい。

私達と一緒に心のこもった優しいケアを目指してみませんか。

企業PR： 企業PR：

当社は西部ガスの関連会社として北九州の地に密着し、ライフラインを支えています。

ずっと大好きな街で多くの人に喜ばれる仕事が出来ます。

さらに自分自身も着実にスキルアップしていける点が魅力的だと思います。

ＵＲＬ： ＵＲＬ： ＵＲＬ：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

高齢者介護、幼児保育を行っている社会福祉法人です。

0943-76-9222　内藤

久留米市、小郡市、うきは市

勤務地：

★文理不問★大型施設に赴き、空調自動制御システムの施工保守を行います。

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」「両立支援推進企業」マーク取得

231人（うち女性165人）

新卒・第２新卒・中途(経験者のみ)・留学生

従業員数: 424人（うち女性67人）

西部ガスの関連会社としてガス機器提案型営業、その他委託業務

https://www.sogo-system.co.jp/

①介護福祉士 ②介護士（資格不問）

福岡市東区奈多

http://www.higashifukuoka-wajinkai.jp

医業内科・外科・リハビリテーション科、入院施設１９９床

169人

福岡

http://www.iix.co.jp/

卸売・小売業

北九州市八幡西区内

新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒・第２新卒・中途

092-608-1511  小松・坂田　

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

不動産業等

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

３ 特別養護老人ホーム 八女の里 １1時0０分～

6 社会福祉法人 ひじり会 １3時３０分～

8 医療法人 和仁会 東福岡和仁会病院 １4時3０分～

1 テクノブレイブ株式会社 １０時００分～

２ 株式会社テシマ工業 １０時３０分～ 4 株式会社ヒラテ技研 １1時３０分～

５ 久留米印刷株式会社 １３時００分～ 7 太陽建機レンタル株式会社 １4時００分～

９ 株式会社イクス １５時００分～ １０ 株式会社総合システム １5時３０分～

https://www.tbrave.com/
https://www.yame-sato.com/
http://www.hirate.com/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
http://hijirikai.com/
https://www.taiyokenki.co.jp/
http://www.tesima.co.jp/
https://www.sogo-system.co.jp/
http://www.higashifukuoka-wajinkai.jp/
http://www.iix.co.jp/


　

【2月7日～2月10日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　2月10日参加企業

事業内容：

業種： 複合サービス業

募集職種： ①生産サポート（製造）職 ②エンジニア職（機械電機ＩＴ）

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地： 福岡県内

連絡先： 092-272-2300　伊集院

本社所在地： 東京都新宿区 従業員数: 17600人（うち女性7000人）

事業内容： 事業内容： 保険代理業

ＵＲＬ： https://www.agekke.co.jp/

企業PR：

都道府県知事の認定を受けた訓練を実施、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

取り組み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。

常に社員ファースト！アットホームな雰囲気の会社です。

事業内容：

連絡先： 092-452-7770　大塚 連絡先： 093-291-1778　高下 連絡先： 0948-24-1480　柴田

業種： 医療、福祉 業種： 製造業 業種： 金融・保険業

本社所在地：

募集職種：

ＵＲＬ： https://www.aso-kaigo.jp/ ＵＲＬ： http://wks-co.com ＵＲＬ： https://www.live-cs.jp/

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

①総合職（マネジメント職）②一般職（介護職） 募集職種： 募集職種： ①事務職

従業員数: 本社所在地： 飯塚市横田 従業員数: 14人（うち女性5人）福岡市博多区 従業員数: 1221人（うち女性1050人） 本社所在地： 遠賀郡遠賀町

勤務地： 勤務地： 勤務地： 飯塚市横田

新卒・第2新卒・中途 採用区分： 新卒採用区分：

企業PR：

麻生グループにて福岡県内を中心に介護福祉事業を展開。

創業以来「お客様の問題解決のお手伝い」を企業目的として、小児から高齢者まで

幅広いお客様に安心・安全を基本とした医療・介護サービスを提供しております。

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：
学歴や経験は関係ありません。

研修制度やマニュアルもあるので安心して働きやすい職場です。

建設業

連絡先： 092-753-7163　児島 連絡先： 連絡先： 0942-53-0120　津福

事業内容： 事業内容：

業種： サービス業 業種： 医療、福祉 業種：

空調設備及び機器の設計、施工、保守メンテナンス事業内容：

本社所在地：

募集職種：

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

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）

①ソフトウエア開発エンジニア ②ネットワークエンジニア 募集職種： 募集職種：

東京都千代田区 従業員数: 170人 本社所在地： 北九州市小倉南区

①空調設備の施工管理 ②空調設備および機器の保守メンテナンス ③空調設備および機器の営業職 ④空調設備および機器の設計

企業PR：

当社には若手、中堅、ベテランそして生涯にわたり活躍できる環境と、

社会インフラに貢献できる技術を身に着けられるノウハウがあります。

みなさんの「思い描いている未来」を実現できるよう、私たちが全力でサポートします。

企業PR： 北九州の未来の福祉を一緒に創造しましょう！ 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。

採用区分：

ＵＲＬ： https://www.nes-eng.net ＵＲＬ： http://keiwa-kai.net/ ＵＲＬ： https://tsubuku.co.jp/

勤務地： 勤務地： 勤務地： 筑後市一条

事業内容： 事業内容： ビッグコンビニエンス＆ディスカウントストア事業内容： 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

連絡先： 093-771-8282　石田 連絡先： 0574-27-2520　三品 連絡先： 080-8753-7759　五藤

125人（うち女性97人）本社所在地：

業種： 医療、福祉 業種： サービス業 業種： 卸売・小売業

新卒・第2新卒・中途

①介護職（留学生は介護福祉士資格保持の方を対象）②生活相談員（社会福祉士・社会福祉主事・精神保健福祉士・介護福祉士のいずれか必須） 募集職種： ①機械設計　②電気設計　③CADオペレータ募集職種：

採用区分：

従業員数: 16838人（うち女性5421人）北九州市若松区 従業員数: 本社所在地： 岐阜県加茂郡

人材総合プロデュース業として行政、製造、建設業界等で展開

訪問介護、訪問看護他。福岡県内に11の介護事業を運営。

福岡県内各地

超精密部品の製造

56人（うち女性20人）

①製造職

福岡県遠賀郡遠賀町虫生津

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：

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：

便利さ、安さ、楽しさを提供するという独自の店舗コンセプトに基づき、

ワクワク・ドキドキしながらお買いものを楽しめる

「時間消費型店舗」のビジネスモデルを築き上げております。

ＵＲＬ： ＵＲＬ： http://www.techno-line.jp ＵＲＬ：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途(経験者のみ）・留学生

勤務地：

https://www.yoshino-care.com

機械設計・電気制御設計・ソフトウェア開発・翻訳業務

福岡市博多区

https://www.ppihgroup.jp/recruit/index.php?wear=career

ICT・半導体・輸送機器業界に向けた技術ソリューション事業

福岡市中央区

介護保険事業（高齢者介護）

093-961-5008　加藤

70人

①介護職 ②看護職 ③生活相談員 ④管理栄養士

北九州市小倉南区

福岡県北九州市若松区内の事業所のいずれか 勤務地： 勤務地： 現住所から90分以内で通勤可能な店舗

募集職種： ①総合職　②総合職(契約社員)

従業員数: 340人（うち女性120人） 本社所在地： 東京都目黒区

新卒・第２新卒・中途・留学生 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

不動産業等

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 恵和会 １3時３０分～

8 株式会社芳野ケアサポート １4時3０分～

1 株式会社エイジェック １０時００分～

２ 麻生介護サービス株式会社 １0時３０分～ ３ 株式会社ワークス １１時００分～ ４ 有限会社ライヴ １１時３０分～

5 日本エンジニアリングソリューションズ株式会社 １3時００分～ 7 津福工業株式会社 １4時００分～

9 株式会社テクノ・ライン １5時００分～ 1０ 株式会社ドン・キホーテ １５時３０分～

https://www.agekke.co.jp/
https://www.aso-kaigo.jp/
http://wks-co.com/
https://www.live-cs.jp/
https://www.nes-eng.net/
http://keiwa-kai.net/
https://tsubuku.co.jp/
http://www.techno-line.jp/
https://www.yoshino-care.com/
https://www.ppihgroup.jp/recruit/index.php?wear=career

