
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 九州支社 情報通信業 BtoBによるITシステム開発 ● ● ●

10:30～10:50 2 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 ● ● 経験者のみ

11:00～11:20 3 入江建設株式会社 建設業 木造住宅、ＲＣ造、鉄骨造、リフォーム他建築全般の工事 ● ● ●

11:30～11:50 4 株式会社マルゼン 製造業 業務用厨房機器の製造・販売　業務用厨房設備の設計・施工・保守 ● ● ●

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

13:30～13:50 6 社会福祉法人美光瑞園会 医療、福祉 障害者支援施設・就労継続支援B型・共同生活援助 ● ● ●

14:00～14:20 7 株式会社ケイティエル その他 日本製鉄㈱九州製鉄所八幡地区小倉構内における各種請負業務 ● ● ●

14:30～14:50 8 株式会社コスモプラス 卸売・小売業 健康食品、自然食品、化粧品など健康関連商品の卸および直販 ● ● ●

15:00～15:20 9 社会福祉法人　櫟会 医療、福祉 高齢者介護施設・保育・障がい児支援事業 ● ● 経験者のみ

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 株式会社ジー・イー・エヌ 情報通信業 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 ●

10:30～10:50 2 ラックデザイン株式会社 製造業 半導体向け配管加熱用ヒータとファインセラミックスの製造販売 ● ● ● ●

11:00～11:20 3 株式会社ケアリング 医療、福祉 訪問介護,デイサービス,小規模多機能等在宅介護事業 ● ● ● ●

11:30～11:50 4 株式会社　中園 建設業 建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、海外調達など ● ● ● ●

13:00～13:20 5 北九州第一交通株式会社 運輸・郵便業 ■タクシー・ハイヤー事業■運転代行事業■介護事業など ● ● ●

13:30～13:50 6 医療法人社団　俊聖会 医療、福祉 甘木中央病院を中心とした医療・福祉サービスの提供 ● ● ●

14:00～14:20 7 テクノブレイブ株式会社 情報通信業 受託開発、製品開発、ラボ型開発、人材派遣、SES ● ●

14:30～14:50 8 株式会社戸畑製作所 製造業 純銅・銅合金鋳物製品および製缶溶接品の製造・販売 ● ● ●

15:00～15:20 9 アイギスセキュリティ株式会社 生活関連サービス等 施設、交通、雑踏、私服保安、警戒・監視等の警備業務 ● ● ● ●

15:30～15:50 10 As-meエステール株式会社 卸売・小売業 ジュエリー専門店チェーン事業、宝石・貴金属製品の製造加工、他 ● ●

10:00～10:20 1 株式会社朝日ビルメンテナンス サービス業 建物の衛生維持・電気、空調、給排水等の設備管理・省エネ ● ● ●

10:30～10:50 2 社会福祉法人　豊徳会 医療、福祉 障がい福祉サービス事業 ● ● ●

11:00～11:20 3 株式会社　ファビルス その他 ビルメンテナンス業（ビルの総合管理） ● ● ●

11:30～11:50 4 株式会社トップラン 卸売・小売業 家庭用医療機器等の開発・製造・卸売・小売、アフターサービス業 ● ● ●

13:00～13:20 5 くじらシステム開発 情報通信業 システムの設計・開発・販売、環境の構築、運用支援、保守 ● ● 経験者のみ

13:30～13:50 6 株式会社リプレイス 卸売・小売業 自動車のタイヤ販売、交換作業 ● ● ●

14:00～14:20 7 北九州福祉サービス株式会社 医療、福祉 介護保険事業、障害福祉サービス、介護保険外サービス ●

14:30～14:50 8 株式会社イクス 建設業 大型施設の空調自動制御システム施工保守・メンテナンス ● ● ●

15:00～15:20 9 株式会社エル三和 宿泊・飲食業 精肉加工販売、ミートデリカテッセン ● ● ●

15:30～15:50 10 株式会社エコスマート 金融・保険業 生命保険募集代理店事業・法人コンサルティング事業 等 ● ● ●

10:00～10:20 1 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、導入支援 ● ● ●

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・リハビリ機器等の開発、販売、貸与事業、住宅改修業務 ● ● ●

11:00～11:20 3 株式会社ニチコミ その他 老人クラブ（シニア向け）広報紙の編集・制作 ● ● ● ●

11:30～11:50 4 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 ● ● ●

13:00～13:20 5 株式会社オークマ 製造業 内装ドア等、造作材（ドア枠他）、パネル等の製造・販売 ● ● ●

13:30～13:50 6 トランスコスモス株式会社ビルディングインフラサービス部 建設業 デジタルを活用し企業を支援するアウトソーイングサービス ● ● ● 経験者のみ

14:00～14:20 7 社会福祉法人久原福祉会 久山自立園 医療、福祉 久山町を中心に障がい福祉サービス事業を展開している法人です ● ● ●

14:30～14:50 8 株式会社清和 製造業 包装資材の企画・製造・販売（パッケージ通販の運営企業） ● ● ●

15:00～15:20 9 株式会社　福岡市自動車学校 その他 自動車教習所 ● ● ●

15:30～15:50 10 株式会社ソントレーゾ 情報通信業 ローコードによるシステム開発・DX推進コンサル ● ● ●

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

3月1日

3月2日

3月3日

3月4日

【3月1日～3月4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。



BtoBによるITシステム開発

一般乗用旅客自動車運送事業　 業務用厨房機器の製造・販売　業務用厨房設備の設計・施工・保守

日本製鉄㈱九州製鉄所八幡地区小倉構内における各種請負業務

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！

サービス業

連絡先： 0574-27-2520　三品

業種：

150人

①介護職  ② 看護師  ③保育士  ④児童指導員（保育士）

飯塚市相田 福岡市博多区

企業PR：

http://www.techno-line.jp

当社は『豊かな食』を提供し続ける厨房機器のリーディングカンパニーです。

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：

福岡（八女郡、久留米、大野城）、東京、大阪のいずれか 筑紫野市大字平等寺、他

新卒・第2新卒・中途

本社所在地： 北九州市小倉北区 従業員数:八女郡広川町 従業員数: 143人 本社所在地：

本社所在地： 飯塚市相田

連絡先： 092-451-0625　南 連絡先： 0948-24-8000　相野

本社所在地：

福岡、北九州他

http://www.cosmoplus.co.jp

勤務地：

①総合職 募集職種：

勤務地：

従業員数:

採用区分： 新卒・第2新卒・中途(経験者のみ)

お子様からお年寄り、障害を持つお子様等、様々な方をサポートする事業を行っております。

お一人おひとりの個性や人生観を尊重しその方らしい暮らし方（過ごし方）が

できるよに努めております。企業主導型保育所あり（職員無料）

新卒・第2新卒・中途

企業PR：

健康は食から。コスモプラスは地域の人たちの健康をサポートして、病気の予防の大切さを伝え続けて30年。

お客様を第一に考え、どこにも負けない最高品質の商品を提供しています。

お客様に寄り添い、これからも発展を続けていきます。

企業PR：

新卒・第2新卒・中途

ビジネスフォームと呼ばれる伝票などの印刷物を自社で一貫生産・販売しています。

取引先は地元九州から全国へと拡がっています。業種を問わず使用される

伝票商品は多種多様な提案や幅広い営業スタイルを実践する面白みがあります。

企業PR： 企業PR： 企業PR：

事業内容： 高齢者介護施設・保育・障がい児支援事業 事業内容：事業内容：

業種： 医療、福祉

機械設計・電気制御設計・ソフトウェア開発・翻訳業務

募集職種：

日本製鉄㈱九州製鉄所八幡地区小倉のパートナー会社として、操業105年の企業です。

入社後、資格取得支援制度あり。

知的障害をお持ちの方を主とし、安心した生活や本人の望む目標に向けた支援を行っています。

職員のスキルアップや、やりがいを持って仕事ができる職場づくりを心がけています。

皆さんとの出会いを待っています。

①機械設計　②電気設計　③CADオペレータ

本社所在地： 岐阜県加茂郡 従業員数: 340人（うち女性120人）

企業PR： もっと自由に自分らしく働いてみませんか！ 企業PR：
筑紫野市で創業72年になり、来年は創立50周年を迎えます。

木造の注文住宅を中心にハウスメーカーの仕事、鉄骨造、ＲＣ造、

県や市の公共工事や保全工事もやっています。堅実に真面目な仕事をする会社です。

企業PR：

ＵＲＬ：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

北九州市小倉北区

ＵＲＬ： http://tenshinen.com/ ＵＲＬ： http://ktl.co.jp

勤務地： 勤務地： 勤務地：

新卒・第2新卒・中途

本社所在地：

募集職種： ①営業職 募集職種： 募集職種：

ＵＲＬ： ＵＲＬ： http://kunugien.com/new/ ＵＲＬ：

業種： 卸売・小売業

健康食品、自然食品、化粧品など健康関連商品の卸および直販

http://www.kurume-insatsu.co.jp

①生活支援員 ②夜間支援員(パート) ③生活支援員(パート) ④世話人(パート)

採用区分：

福岡市博多区 従業員数: 50人（うち女性23人）

勤務地：

募集職種：

採用区分：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

連絡先： 0943-32-5511　長田 連絡先： 092-924-0801　千代田 連絡先：

伝票・帳票などのビジネスフォーム印刷を中心とした総合印刷業

採用区分：

①技能職

従業員数: 146人（うち女性80人） 287人（うち女性9人）

093-521-7281　植田

事業内容： 事業内容：

業種： 製造業 業種： 医療、福祉 業種：

障害者支援施設・就労継続支援B型・共同生活援助事業内容：

その他

筑紫野市大字平等寺

福岡支店（福岡市博多区諸岡）

本社所在地：

募集職種：

採用区分：

①タクシー乗務員 募集職種： ①現場管理 募集職種：

福岡市中央区 18人（うち女性3人）

業種： 運輸・郵便業 業種： 建設業 業種： 製造業

従業員数: 本社所在地： 筑紫野市上古賀 従業員数:288人（うち女性34人） 本社所在地： 東京都台東区 従業員数: 1000人

連絡先： 連絡先： 092-924-2675　大島 連絡先： 03-5603-7111　小山092-761-7150　松山

創業53年、福岡の地でも30年の老舗IT企業です。

更なる発展、拡大を目指し、共に成長して頂ける仲間を大募集です。

当社の充実した育成環境でITエンジニアデビューしましょう。

木造住宅、ＲＣ造、鉄骨造、リフォーム他建築全般の工事

福岡市内、北九州市内、他地域

【3月1日～3月4日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　3月1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

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

1500人（うち女性120人）

事業内容： 事業内容： 事業内容：

http://www.maruzen-kitchen.co.jp/

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:

①営業職　②サービスエンジニア

ＵＲＬ： https://nishinihon-taxi.com/ ＵＲＬ： https://irie-con.com ＵＲＬ：

勤務地： 勤務地： 勤務地：福岡市中央区　那珂川市　糸島市　いずれか希望を考慮 筑紫野市上古賀

ＵＲＬ： https://www.navio.co.jp

企業PR：

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 九州支社 １0時００分～

２ 西日本自動車株式会社 １0時３０分～ ３ 入江建設株式会社 １１時００分～ ４ 株式会社マルゼン １１時３０分～

５ 久留米印刷株式会社 １３時００分～ ６ 社会福祉法人美光瑞園会 １３時３０分～ 7 株式会社ケイティエル １4時００分～

８ 株式会社コスモプラス １４時３０分～ ９ 社会福祉法人 櫟会 １５時００分～ 1０ 株式会社テクノ・ライン １５時３０分～

宿泊・飲食業

http://www.techno-line.jp/
http://www.cosmoplus.co.jp/
http://tenshinen.com/
http://ktl.co.jp/
http://kunugien.com/new/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
http://www.maruzen-kitchen.co.jp/
https://nishinihon-taxi.com/
https://irie-con.com/
https://www.navio.co.jp/


350人（うち女性270人）

受託開発や製品開発、ラボ型開発、人材派遣、SES

366人（うち女性276人）

 ①ソフトウェア開発エンジニア ②サーバ・ネットワークエンジニア

純銅・銅合金鋳物製品および製缶溶接品の製造・販売

121人（うち女性7人） 36人（うち女性7人）

施設、交通、雑踏、私服保安、警戒・監視等の警備業務 ジュエリー専門店チェーン事業、宝石・貴金属製品の製造加工、他

事業内容： 事業内容：

募集職種： ①看護助手 ②調理師 ③社会福祉士 募集職種：

従業員数: 本社所在地： 東京都千代田区 従業員数:本社所在地： 朝倉市甘木

採用区分： 新卒・第２新卒

勤務地： 勤務地：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

【3月1日～3月4日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　3月2日参加企業

事業内容：

業種： 情報通信業

募集職種：

採用区分：

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。

①電気制御技術者　②ソフトウェア技術者　③営業職　④機械設計技術者

新卒・第2新卒・中途（経験者のみ）・留学生

勤務地：

連絡先： 093-644-9352　大神　

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数:

ＵＲＬ： http://www.gen-web.jp/

18人（うち女性2人）

本社（福岡市博多区）又は北九州工場（北九州市八幡西区）

企業PR：

建設業

半導体向け配管加熱用ヒータとファインセラミックスの製造販売 訪問介護,デイサービス,小規模多機能等在宅介護事業 建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、海外調達など

物流設備や倉庫を管理するシステムを展開するソリューション事業とシステムを介して

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を行っており

これらの事業基盤でお客様との信頼を創造し持続可能な社会の実現に貢献します。

本社所在地：

募集職種：

連絡先： 080-7931-7123　竹下 連絡先： 連絡先： 080-1795-8281　潘（ハン）

事業内容： 事業内容：

業種： 製造業 業種： 医療、福祉 業種：

092-642-7888　栗原

事業内容：

①設計・生産技術・製造　担当者 ②営業 募集職種： 募集職種： ①現場管理　②技能工　③倉庫管理　④人材育成グループ

従業員数: 本社所在地： 北九州市小倉南区 従業員数: 97人（うち女性25人）福岡県みやま市 従業員数: 14人（うち女性8人） 本社所在地： 福岡市博多区

採用区分： 新卒・第２新卒・中途・留学生

①介護職員(パート可）②看護職員(パート可）③リハビリ職員(パート可）④厨房職員(パート可）

勤務地： 勤務地：

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

福岡県みやま市瀬高町 福岡市、北九州市

企業PR：
介護、看護が好きな仲間が集まって設立した会社です。みんなで明るく、

楽しく、仲良くをモットーに、介護サービスの質の向上をめざして発展したいと思います。

未経験者の応募も歓迎します。

企業PR：

造作大工の技能向上に努め建築内装工事業としての基礎を築いてきました北九州で

生活する人々の生活の基盤はチーム中園が支え続けます。

NO１オンリーワン企業として住まいや職場づくりに貢献しています。

ＵＲＬ： ＵＲＬ： https://www.caring.jp ＵＲＬ： http://www.k-nakazono.co.jp/https://jp.luckdesign.jp/

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。

事業内容：

連絡先： 連絡先： 092-432-7017　村上

運輸・郵便業 業種： 医療、福祉 業種： 情報通信業

甘木中央病院を中心とした医療・福祉サービスの提供

0946-22-5727　井ノ畑

企業PR：

タクシー業界最大手の「第一交通産業グループ」企業です。個人を尊重する社風だから、

未経験者も男性も女性も若者もシニア世代も、誰もが永く活躍いただける職場環境です。

あなたもぜひ、一緒に働いてみませんか♪

企業PR：

甘木中央病院を中心に老健やデイサービス、居宅支援事業所、訪問看護ステーションなどもあり、

地域医療を支えております。職員数は400名近いですが、

風通しも良く雰囲気の良い職場であると職員からも好評です。

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。

ＵＲＬ： ＵＲＬ： http://www.amagichuuou-hp.jp/ ＵＲＬ： https://www.tbrave.com/

第2新卒・中途・留学生

https://www.daiichi-koutsu.co.jp/

甘木中央病院（福岡県朝倉市甘木667）

採用区分：

勤務地：

093-883-6180　藤嶌 連絡先： 080-3733-5114　北島

業種： 製造業 業種： 生活関連サービス等 業種： 卸売・小売業

ＵＲＬ： ＵＲＬ：https://www.aigis-security.co.jp
設立10年の比較的新しい会社です。小さい会社ですが、数多くの大きな仕事を委託されています。

また、同業他社と比較しても高い給与水準と福利厚生を誇っています。

資格取得に関しても会社が全面的にバックアップするため、安心です。

https://www.as-estelle.co.jp

新卒・中途

勤務地： 福岡県内店舗勤務地： 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：

北九州市小倉南区 事業所所在地及び一円の各現場

企業PR： 企業PR：

自分たちの手でジュエリーをつくり、お客様のもとへお届けすることにこだわり続けています。

また業界最大級の店舗数で全国約370店舗を展開し、ジュエリーを通して

お客様の人生に寄り添うお仕事です！

北九州市小倉南区

34人（うち女性7人）

福岡市博多区（福岡オフィス）

①営業職　②技術職　③技能工 募集職種： 募集職種：

北九州市・行橋市・中間市にある17営業所の中からご希望の勤務地を選択可能（転勤なし）

業種：

①ジュエリーアドバイザー（販売職）①総合職 ②警備員 ③警備員(契約社員) ④ 警備員(アルバイト)

従業員数:

勤務地：

本社所在地： 東京都港区虎ノ門 従業員数: 2721人北九州市小倉南区 従業員数: 本社所在地： 北九州市八幡西区

事業内容： 事業内容：

連絡先：

採用区分：

事業内容：

本社所在地：

募集職種：

採用区分：

企業PR：

北九州にて製造業を営む、創業74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、多くの企業様とお取引をさせていただいており、

安定した企業経営ができていると自負致しております。まずはお気軽にご応募ください。

連絡先： 093-471-7789　松岡

北九州市小倉北区 従業員数: 1000人（うち女性150人）本社所在地：

募集職種：

093-511-8850　江﨑連絡先：

■タクシー・ハイヤー事業■運転代行事業■介護事業など

企業PR：

①タクシードライバー　②管理職候補生

ＵＲＬ： http://www.tobata-s.com

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

２ ラックデザイン株式会社 １０時３０分～ ３ 株式会社ケアリング １１時００分～ ４ 株式会社 中園 １１時３０分～

５ 北九州第一交通株式会社 １３時００分～ 6 医療法人社団 俊聖会 甘木中央病院 １３時３０分～ ７ テクノブレイブ株式会社 １４時００分～

８ 株式会社戸畑製作所 １４時３０分～ 9 アイギスセキュリティ株式会社 １5時００分～ 10 As-meエステール株式会社 １５時３０分～

宿泊・飲食業

1 株式会社ジー・イー・エヌ １０時００分～

http://www.gen-web.jp/
https://www.caring.jp/
http://www.k-nakazono.co.jp/
https://jp.luckdesign.jp/
http://www.amagichuuou-hp.jp/
https://www.tbrave.com/
https://www.daiichi-koutsu.co.jp/
https://www.aigis-security.co.jp/
https://www.as-estelle.co.jp/
http://www.tobata-s.com/


242人（うち女性142人）

当社事業所（デイサービス等）いずれか

募集職種： ①内勤営業　②外交員

従業員数: 本社所在地： 東京都台東区 従業員数: 187人

業種：

ＵＲＬ：

128人（うち女性72人）

中途

事業内容： 事業内容：システムの設計・開発・販売、環境の構築、運用支援、保守 自動車のタイヤ販売、交換作業

①ホームヘルパー②福祉用具専門相談員

精肉加工販売、ミートデリカテッセン

①精肉加工販売スタッフ　②ミートデリカ販売調理スタッフ

企業PR：
“あなたの笑顔が見たいから”～真心のあるサービスを目指して～を企業理念として

北九州市内のみに展開しています。北九州の社会福祉に貢献しませんか？

連絡先： 092-583-3213　徳永 連絡先： 03-6895-7775　徳永

事業内容： 事業内容：

金融・保険業

福岡市博多区

生命保険募集代理店事業・法人コンサルティング事業 等

大野城市御笠川

www.replays-auto.com http://www.kitafuku.co.jp/

業種： 医療、福祉 業種： その他 業種：

本社所在地：本社所在地：

募集職種：

企業PR：

勤務地： 福岡市博多区博多駅前1丁目又は、福岡市博多区中洲中島町2番3号

ＵＲＬ： ＵＲＬ： https://www.fabils.co.jp/

新卒・第2新卒・中途

ＵＲＬ：

田川市郡

①一般事務職（女性受付、電話交換応援あり）②機械警備、設備警報対応要員③特別清掃（巡回清掃）④事務職（総務・社内SE）

・年間休日120日！（年度により前後します。）・産休・育休取得の実績あり復帰率100％！

・子育中の職員多数！・入職日より有給休暇の取得できます・資格取得助成金制度あり

・奨学金返済援助制度あり

企業PR：
創業63年のビル総合管理の会社です。ビルの快適な環境と安全を支える大切な業務を担っています。

ビル内の清掃、設備、警備と幅広い業務をおこなっており、

専門的な資格取得にも挑戦できる環境があります。

企業PR：

勤務地： 勤務地：

福岡市博多区 従業員数: 9人（うち女性4人） 本社所在地： 大野城市御笠川

http://houtokukai.com/

業種：

連絡先：

医療、福祉

介護保険事業、障害福祉サービス、介護保険外サービス

福岡本社、東京営業所、大阪営業所

093-533-1294　緒方

採用区分：

福岡市博多区

募集職種：

従業員数: 本社所在地： 北九州市小倉北区 従業員数:

新卒・第2新卒・中途

人に必要とされ、人を幸せにでき、自分も幸せになる。お会いするすべての方の健康の為に

最善を尽くしていきたいと思っています。より多くの方々の健康寿命を延ばしていくという

使命を持って一緒に取り組んでくださる方を求めています！

https://toprun-tms.com/

14人（うち女性7人）

 

648人

家庭用医療機器等の開発・製造・卸売・小売、アフターサービス業

卸売・小売業

田川郡福智町 従業員数: 本社所在地： 福岡市博多区

事業内容： 事業内容：ビルメンテナンス業（ビルの総合管理）

092-431-4611　藤吉

従業員数: 68人従業員数:

連絡先： 連絡先： 092-418-3636　細山田0947-22-7705　松村

【3月1日～3月4日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　3月3日参加企業

事業内容：

業種： サービス業

事業内容：

募集職種：

採用区分：

勤務地：

連絡先： 092-431-2036　近藤

本社所在地： 福岡市博多区 従業員数:

ＵＲＬ： https://www.asahibm.co.jp/

企業PR：

ビルメンテナンス業は「社会の安定維持に不可欠な仕事」として国に認定されています。

コロナ禍でも国の要請により、建物の衛生維持等に努めています。

弊社はキャナルシティやマリノアシティ等の福岡のランドマークも担当しています！

489人（うち女性232人）

障がい福祉サービス事業

採用区分：

連絡先：

879人（うち女性267人）

①営業職

①販売ピットスタッフ

新卒・第2新卒・中途（経験者のみ）

090-8912-5418　岡

業種： 情報通信業 業種： 卸売・小売業

事業内容：

採用区分：

①支援員 ②理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 ③看護師 ④相談員 募集職種： 募集職種：

新卒・第2新卒・中途 採用区分：

事業内容：

連絡先：

大型施設の空調自動制御システム施工保守・メンテナンス

連絡先： 092-432-8555　永田 連絡先：

本社所在地：

募集職種：

ＵＲＬ： https://www.kuzilla.co.jp/ ＵＲＬ：

福岡市博多区博多駅南

03-5437-2050　大地

業種： 建設業 業種： 宿泊・飲食業

採用区分：

①SE/PG 募集職種：

勤務地： 勤務地： 勤務地：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

企業PR：

くじらシステム開発では、お客様の業務特性やニーズを丁寧にお伺いし、

業務効率化・新規事業立ち上げを実現する業務システムを提案・開発しています。

開発は基本的に社内で作業を行い、客先常駐（派遣）等は一切ありません。

企業PR：
地域の人々へ安くて良いタイヤを提供することを課題に地域貢献企業として活動！

収益で１人でも多くの雇用につなげる！今回はその中での業務拡大に伴う増員募集です！

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

勤務地：

地元に根付いた店舗運営に、これからは健康を意識した商品作りをプラスして、

これからのお肉屋さんのスタイルを確立すべく邁進しています。

風通しの良い風土の中で、一緒に働いてみませんか！

https://www.elsanwa.com/

新卒・第２新卒・中途

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

本社所在地：

募集職種：

169人(うち女性7人)

①フィールド技術者　②システムエンジニア

採用区分： 新卒・第２新卒・中途

福岡支社

https://es-g.jp/

福岡市

建物の衛生維持・電気、空調、給排水等の設備管理・省エネ

①清掃現場の管理スタッフ ②定期清掃スタッフ ③建物の設備維持管理スタッフ ④清掃　管理応援

新卒・第2新卒・中途

福岡市内各地（職種による）

勤務地： 勤務地：

募集職種：

福岡、システムエンジニアは東京本社

採用区分：

東京都品川区 従業員数: 本社所在地：

企業PR：

大型施設の空調自動制御システム施工保守、ソフトウェア開発など多岐事業展開し

安定した経営を続けています。福岡県子育て応援宣言企業登録や

厚生労働大臣認定「くるみん」マークを取得し働く環境を大切にしています。

企業PR： 企業PR：

お客様が安心できる保険へのご加入をアドバイス！社内システムを活用して、

的確なアドバイスが可能！研修やマニュアルでしっかりサポートしますので、

未経験の方もご安心ください。

ＵＲＬ： ＵＲＬ： ＵＲＬ：

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

8 株式会社イクス １4時3０分～

2 社会福祉法人豊徳会 １０時3０分～ 3 株式会社 ファビルス １1時００分～ 4 株式会社トップラン １1時3０分～

5 くじらシステム開発 １3時００分～ 6 株式会社リプレイス １3時3０分～ 7 北九州福祉サービス株式会社 １4時００分～

宿泊・飲食業

9 株式会社エル三和 １5時００分～ 10 株式会社エコスマート １5時３０分～

1 株式会社朝日ビルメンテナンス １0時００分～

http://www.replays-auto.com/
http://www.kitafuku.co.jp/
https://www.fabils.co.jp/
http://houtokukai.com/
https://toprun-tms.com/
https://www.asahibm.co.jp/
https://www.kuzilla.co.jp/
https://www.elsanwa.com/
http://www.iix.co.jp/
https://es-g.jp/


福祉用具・リハビリ機器の開発、販売、レンタル事業、住宅改修業務

内装ドア等、造作材（ドア枠他）、パネル等の製造・販売

ローコードによるシステム開発・DX推進コンサル

https://www.seiwa-p.co.jp/shop/topics/recruit_top.aspx

新卒・第２新卒・中途

福岡市中央区本社所在地：

62人（うち女性20人）

①営業職　②編集職

企業PR：

*SDGsの取り組み「ずっと続いていく未来を想い人や環境に優しさを」をスローガンに事業活動を推進。

*2020年プラチナくるみん取得（2020年育休実績：男性66％女性100％）

*東証一部上場　株式会社高速100%子会社。

企業PR：

弊校は、福岡市東区において50有余年、福岡市内で唯一のすべての第1種免許取得が出来、

安全な運転者育成とともに小学校などの安全運転講習、企業安全運転講習など

地域の安全運転センターとして地域に貢献しています。

企業PR：

ＵＲＬ： ＵＲＬ： http://www.fcds.co.jp/ ＵＲＬ：

採用区分：

勤務地：

デジタルを活用し企業を支援するアウトソーイングサービス

092-260-7919　山下

勤務地： 勤務地：

募集職種：

50人（うち女性13人） 本社所在地：

新卒・第2新卒・中途 採用区分：

事業内容：

従業員数:

募集職種：

採用区分：

従業員数: 9人（うち女性3人）福岡市南区 従業員数: 本社所在地： 福岡市東区

連絡先： 092-521-9694　金子 連絡先： 092-681-2531　小田切 連絡先： 090-9305-2464　中丸

業種： 製造業 業種： その他 業種： 情報通信業

企業PR：

弊社は基本理念である「安全・安心・快適」を追求した住宅用内装部材の製造・販売に着手し、

（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・維持を念頭に事業を推進しております。

企業PR：

企業の設計業務、施工に関わる事務のデジタル化と最適化を提案から運用迄を行っています。

オフィースワークの仕事です。

完全週休２日制、平均残業時間１９．５時間。平均年成長率１０％

企業PR：

〇通所施設の為 早出・遅出・夜勤・当直無し！〇ボーナス4.4月分/年2回（計4.4月分）

〇ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｵﾌ休暇/ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄも充実してほしい！の考えから、

平成30年度よりｽﾀｰﾄ！毎年100％取得

採用区分：

ＵＲＬ： http://www.o-kuma.co.jp ＵＲＬ： ＵＲＬ： https://hisayamajiritsu.sakura.ne.jp/

勤務地： 勤務地： 勤務地： 糟屋郡久山町朝倉市菱野 福岡市博多区

https://www.trans-cosmos.co.jp/

本社所在地：

募集職種：

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・第2新卒・中途

従業員数: 本社所在地： 糟屋郡久山町 従業員数:

①総合事務職 募集職種： 募集職種：

朝倉市菱野 従業員数: 175人（うち女性32人） 本社所在地： 東京都豊島区

①生活支援員

42905人（うち女性18878人）

①建設設計エンジニア職

ＵＲＬ： https://www.abilities.jp/ ＵＲＬ： https://nichicomi.com/ ＵＲＬ：

連絡先： 090-4483-4825　友清 連絡先： 連絡先：

事業内容： 事業内容：

業種： 製造業 業種： 建設業 業種：

事業内容：

採用区分：

北九州市小倉北区高浜及び福岡市東区社領

新卒・第2新卒・中途・留学生

福岡支店

本社所在地：

募集職種：

福岡県内のダイレックス

企業PR：

１９６６年に創業し、５６年目を迎えました。『保障よりもチャンスを！』の企業理念を掲げ、

障がい者の方、高齢者の方の社会参加を第一に考え、

福祉用具・リハビリ機器や介護サービスを全国に提供している会社です。

企業PR：
弊社は全国285地区以上の老人クラブ広報紙を無料で発行しています。

また、200万人の読者を持つ強みを生かしてシニア層のニーズに応える事業展開を考えており、

「シニアの総合商社」実現を目指しています。

企業PR：

ダイレックスは、九州・四国・中国地方を中心に展開しているディスカウントストアです。

2009年にサンドラッググループに加盟し、現在では全国325店舗を展開し、成長を続けている企業

です！

https://www.ds-direx.co.jp/

勤務地： 勤務地： 勤務地：

採用区分： 新卒・第2新卒・中途

①営業職　②技術職 募集職種： 募集職種： ①店舗運営職

従業員数: 本社所在地： 佐賀市高木瀬町 従業員数: 1641人東京都渋谷区 従業員数: 913人（うち女性462人） 本社所在地： 神戸市中央区

 新卒・第2新卒・中途 採用区分：

事業内容： 老人クラブ（シニア向け）広報紙の編集・制作

連絡先： 080-3474-5895　山田 連絡先： 092-292-6538　木田 連絡先： 070-7430-3306　礎　

業種： 医療、福祉 業種： その他 業種： 卸売・小売業　

ディスカウントストア「ダイレックス」の運営

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:

事業内容： 事業内容：

ＵＲＬ： http://aasc.co.jp/

企業PR：

福岡本社を立ち上げて3年目になります。

事業拡大のため大募集中です！

一緒に盛り上がてくれる方応募お待ちしております。

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）

【3月1日～3月4日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会　3月4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

189人

ソフトウェア開発、保守、運用、導入支援

092-976-2710  鮎川　

15人(うち女性8人)

久山町を中心に障がい福祉サービス事業を展開している法人です 

包装資材の企画・製造・販売（パッケージ通販の運営企業）

165人（うち女性94人）

医療、福祉

事業内容： 事業内容：

株式会社ソントレーゾはMicrosoft社製品のPower Platform というローコードツールを使って

業務システムやアプリの開発、またローコード開発（市民開発者）の育成、

教育でDX推進をご提案する会社です。

職種1：糟屋郡志免町・職種2．3：本社所在地と同じ

自動車教習所

新卒・第2新卒・中途

福岡市東区

①システムエンジニア（ローコード開発）

福岡本社

https://sentreseau.com/

①製造技術職（総合職：ラミネート袋の製造工程業務および製造工程管理業務）②マーケティング業務（総合職：顧客電話・メール対応・入稿業務等）③購買・品質管理業務（総合職：発注、仕入、品質管理、在庫管理、その他事務等） 募集職種： ①教習指導員候補

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

宿泊・飲食業

1 株式会社エイエイエス １0時００分～

2 アビリティーズ・ケアネット株式会社 １０時３０分～ 3 株式会社ニチコミ １1時００分～

5 株式会社オークマ １3時００分～ 6 トランスコスモス株式会社ビルディングインフラサービス部 １3時3０分～ 7 社会福祉法人久原福祉会 久山自立園 １4時００分～

8 株式会社清和 １4時3０分～ 9 株式会社 福岡市自動車学校 １5時００分～ 10 株式会社ソントレーゾ １5時3０分～

4 ダイレックス株式会社 １1時3０分～

https://www.seiwa-p.co.jp/shop/topics/recruit_top.aspx
http://www.fcds.co.jp/
http://www.o-kuma.co.jp/
https://hisayamajiritsu.sakura.ne.jp/
https://www.trans-cosmos.co.jp/
https://www.abilities.jp/
https://nichicomi.com/
https://www.ds-direx.co.jp/
http://aasc.co.jp/
https://sentreseau.com/

