
新卒 第２新卒 中途 留学生

10:00～10:20 1 株式会社アプリップリ 情報通信業 スマホ・業務ソフト連動アプリ開発、クラウドプラットフォーム ●
10:30～10:50 2 株式会社ケイティエル 製造業 日本製鉄(株)九州製鉄所八幡地区小倉における各種請負業務 ● ● ●
11:00～11:20 3 株式会社エイジェック その他 人材プロデュース企業として大手企業を総合的にサポート ● ●
11:30～11:50 4 扶桑電通株式会社 卸売・小売業 通信機器及びOA機器等の販売、システム開発他 ● ●
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 ● ● 経験者のみ

13:30～13:50 6 管清工業株式会社 サービス業 国内外での上下水道施設の維持管理業に関する事業 ● ● ●
14:00～14:20 7 株式会社 アメニティライフ 医療、福祉 有料老人ホーム、介護事業所の運営・管理 ● ● ●
14:30～14:50 8 株式会社イーサポート 卸売・小売業 モバイル事業・法人ソリューション事業・プレミアム事業 ● ● ●
15:00～15:20 9 株式会社Enjoy Life Company 情報通信業 Qtnetアライアンス事業/ECビジネス事業/メディカル事業 ● ● ●
15:30～15:50 10 社会福祉法人嘉穂の里 医療、福祉 障がい者支援施設（主に知的障がい者）グループホーム ● ● ●
10:00～10:20 1 株式会社テシマ工業 建設業 総合建設業。ＵＲの団地やマンションの保全工事や大規模修繕工事 ● ● ●
10:30～10:50 2 株式会社グローバルマーケット 不動産業等 総合不動産業/賃貸売買建物管理/小規模不動産特定共同事業など ● ● ●
11:00～11:20 3 ALSOK福岡株式会社 サービス業 セキュリティ事業および綜合管理・防災事業を行う企業です。 ● ● ●
11:30～11:50 4 株式会社グローバルワークス 情報通信業 業務システム開発、WEBシステム、アプリ開発等 ●
13:00～13:20 5 株式会社ヒューマンライフ 複合サービス業 コールセンター事業 ● ●
13:30～13:50 6 社会福祉法人久原福祉会 久山自立園 医療、福祉 通所の障がい福祉サービス事業を展開している法人です ● ● ●
14:00～14:20 7 株式会社エヌ．エフ．テイ 製造業 半導体封止用金型及び省力化装置製造 ● ● ●
14:30～14:50 8 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 画像処理研究開発 ● ● ●
15:00～15:20 9 大坪ＧＳＩ株式会社 サービス業 砕石・産業廃棄物処理・リサイクル・土木・解体工事・運送事業 ● ● ●
15:30～15:50 10 有限会社いきいきリハビリケア 医療、福祉 通所介護、居宅介護支援事業、訪問看護、児童発達、就労支援 ● ● ● ●
10:00～10:20 1 久留米ガス株式会社 電気・ガス等 都市ガス・ＬＰガスの供給・販売 ●
10:30～10:50 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 ● ● ●
11:00～11:20 3 白石鉄工株式会社 製造業 タンクや鉄骨などの鋼構造物の製作、据付工事を請負う会社です。 ● ● ●
11:30～11:50 4 でんホーム株式会社 建設業 戸建て注文住宅を中心とした建築士事務所・宅建業を含む建設業 ● ● ●
13:00～13:20 5 ラックデザイン株式会社 製造業 半導体業界向けに縫製技術を使った配管加熱ヒータを製造・販売 ● ● ● ●
13:30～13:50 6 有限会社ライヴ 金融・保険業 保険代理業全般 ● ● ●
14:00～14:20 7 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 ● ● ● ●
14:30～14:50 8 津福工業株式会社 建設業 空調および機器の提案、設計、施工、メンテナンス ● ● ●
15:00～15:20 9 麻生介護サービス株式会社 医療、福祉 在宅を中心とした介護・医療サービス業 ● ● ●
15:30～15:50 10 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 ● ● ●
10:00～10:20 1 株式会社シンコウ製作所 製造業 自動車生産設備の設計・製作・現地立上。機械部品の製作・納入。 ● ● ● ●
10:30～10:50 2 株式会社アルファシビルエンジニアリング 建設業 都市部を中心とした特殊地下空間を構築する専門業者です。 ● ● ●
11:00～11:20 3 北九州第一交通株式会社 運輸・郵便業 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業） ● ● ● ●
11:30～11:50 4 日創プロニティ株式会社 製造業 金属製品製造業 ● ●
13:00～13:20 5 インフォニイ株式会社 情報通信業 受託開発事業、技術支援事業等、ＩＴ事業全般 ● ● ●
13:30～13:50 6 社会福祉法人櫟会 医療、福祉 高齢者・児童・障がい児の支援を行っております。 ● ● ● ●
14:00～14:20 7 久留米印刷株式会社 製造業 伝票などを中心とした印刷物の製造・販売を行っています。 ● ● ●
14:30～14:50 8 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 ● ●
15:00～15:20 9 株式会社インフォグラム 情報通信業 システム開発、自社パッケージソフトの開発、サポート ● ● ●
15:30～15:50 10 株式会社 芳野ケアサポート 医療、福祉 通所介護６ヶ所／訪問介護／居宅介護支援／放課後等デイサービス ● ● ● ●
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

6月20日

6月21日

6月22日

6月23日

【6月20日～6月23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



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。

ユースエール認定（以下、ユースエール）は、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況など優良な中小企業を認定する制度です。「若者雇用促進法」という法律に基づいて厚生
労働省が実施しています。認定対象となるのは常時雇用する従業員が300人以下の企業のみです。

全国社会保険労務士会連合会が実施する社労士診断認証制度の認定

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組み企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。労働
社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証するものです。

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。

「ユースエール認定」 ～若者が働きやすく成⾧できる企業の証～

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。

厚生労働大臣の認定（プラチナくるみん認定）

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。

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。



ＵＲＬ: https://www.enjoy-life.co.jp ＵＲＬ: https://kahonosato.jp/

企業PR:
『楽しいことが人生』それが当社の考えです。
社員一人ひとりがやりがいを感じ、成⾧できるからこそ仕事は楽しくなります。
生きる喜びや豊さを実感できる環境で一緒に働きませんか?

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お世話をする仕事です。
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。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡県福岡市中央区天神4-8-25オフィスニューガイアNIKKO天神ビル202 勤務地: 本社所在地又は周辺の事業所

連絡先: 092-982-8100 南 今日子 連絡先: 0948-57-2207 野田 一心
本社所在地: 福岡市中央区天神 従業員数: 29人（うち女性10人） 本社所在地:

事業内容: Qtnetアライアンス事業/ECビジネス事業/メディカル事業 事業内容: 障がい者支援施設（主に知的障がい者）グループホーム
業種: 情報通信業 業種:

採用区分:

嘉麻市牛隈 従業員数: 126人（うち女性76人）
募集職種: 営業職 募集職種: ①サポートスタッフ（支援員） ②サポートスタッフ（支援員）(パート)

医療、福祉

ＵＲＬ: http://www.amenitylife-f.co.jp/ ＵＲＬ: https://www.e-sapo.co.jp/

企業PR:
「目配り気配り心配り」を大切に介護を行っています。
働きがいのある職場として、様々な取組みを行っています。
弊社は経営者労務診断企業として最高ランクに認証されています。

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しっかりと評価します。
また産休・育休のほか、様々な制度が充実。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。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 太宰府市、福岡市博多区、糸島市 勤務地: ①各店舗（携帯ショップ） ②福岡本部 ③各イベント会場 ④配属事業部に準ずる

連絡先: 092-918-2007 高尾誠 連絡先: 092-481-2340 荒木
本社所在地: 太宰府市向佐野 従業員数: 100人（うち女性60人） 本社所在地:

事業内容: 有料老人ホーム、介護事業所の運営・管理 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

業種: 医療、福祉 業種:

採用区分:

飯塚市新立岩 従業員数: 374人
募集職種: ①事務職 ②福祉用具専門相談員 ③理学療法士・作業療法士 ④介護職 募集職種: 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（新卒のみ対象）

卸売・小売業

ＵＲＬ: https://www.canon-electec.co.jp/ ＵＲＬ: https://www.kansei-pipe.co.jp/

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:
下水道は人がいる限りなくならない必要不可欠なインフラです。
当社は創業以来、この維持管理業に従事し、業界のパイオニア的存在です。
最先端技術と豊富な経験で老朽化が進む下水道の持続的発展に寄与しています。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡市博多区綱場町7-3 勤務地: 福岡市,東京都(世田谷区･港区),横浜市旭区(神奈川県),小牧市(愛知県),大東市(大阪府),熊本市他 全国各支店･営業所

連絡先: 092-289-5901 美山 連絡先: 070-7466-9332 立野史浩
本社所在地: 東京都港区海岸 従業員数: 424（全社）人（うち女性4／28（九州）人） 本社所在地:

事業内容: 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 事業内容: 国内外での上下水道施設の維持管理業に関する事業
業種: 情報通信業 業種:

採用区分:

東京都世田谷区上用賀 従業員数: 418人（うち女性105人）
募集職種: ①システムエンジニア（新卒） ②システムエンジニア（中途） ③インフラエンジニア（中途） ④営業（中途） 募集職種: ①現場施工職 ②営業職 ③技術職

サービス業

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

企業PR:
入社後に社員が経験とキャリアを積み重ねられるよう、専門的技術・技能習得を目的とした
職業訓練校の運営や難易度に応じた資格取得時報奨金、グループ内の新たな職種への挑戦を
サポートするキャリアチェンジ制度を用意しています。

企業PR: 創立74年、富士通パートナー会社(商社)、東証第二部上場、
資本金10億8350万円、売上高433億8600万円、全国54カ所

新卒（2023年卒）・第2新卒 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒
勤務地: 九州圏内※③福岡県内（北九州・宮若含む）、佐賀県、熊本県 ④福岡県内（北九州エリア有） 勤務地: 福岡県福岡市博多区博多駅前1-18-7

連絡先: 080-4867-8462 森川 菜穂子 連絡先: 092-412-6761 松本 武治
本社所在地: 東京都新宿区西新宿 従業員数: 18800人 本社所在地:

事業内容: 人材プロデュース企業として大手企業を総合的にサポート 事業内容: 通信機器及びOA機器等の販売、システム開発他
業種: その他 業種:

採用区分:

東京都中央区築地 従業員数: 946人
募集職種: ①メーカー技術職（エンジニア） ②総合職（営業・企画・労務管理） ③ファクトリーサポート職（ものづくり） ④オフィス・サービス職 募集職種: ①営業職 ②システムエンジニア

卸売・小売業

ＵＲＬ: https://applippli.co.jp/ ＵＲＬ: http://ktl.co.jp

企業PR:
設計から行うIT企業です。IT等のデジタルの仕事は3割、残りの7割は企画や調査、
告知等アナログな仕事です。自分の殻を破ってチャレンジする気持ちがあれば未経験者でもできます。
また地域デジタル通貨の構築・運営もしています。

企業PR:
日本製鉄(株)九州製鉄所八幡地区小倉のパートナー会社として、創業105年の企業です。
入社後、資格取得支援制度あり。
未経験者歓迎で転勤無しです。

採用区分: 新卒（2023年卒） 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡県嘉麻市山野875番地2 勤務地: 福岡県北九州市小倉北区許斐町1番地

0948-42-1570 舩井 麻莉彩 連絡先: 093-521-7281 植田 孝弘
本社所在地: 福岡県嘉麻市山野 従業員数: 35人（うち女性21人） 本社所在地: 北九州市小倉北区浅野

スマホ・業務ソフト連動アプリ開発、クラウドプラットフォーム 事業内容: 日本製鉄(株)九州製鉄所八幡地区小倉における各種請負業務
業種: 情報通信業 業種: 製造業

【6月20日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会 参加企業リスト

事業内容:

従業員数: 290人（うち女性9人）
募集職種: ①アプリ設計 ②アプリ・ウェブデザイナー ③人事（総務） 募集職種: ①技能職

連絡先:

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。）

電気・ガス等

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

金融・保険業

公務

その他

1 株式会社アプリップリ １０時００分～ ２ 株式会社ケイティエル １０時３０分～

３ 株式会社エイジェック １１時００分～ ４ 扶桑電通株式会社 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 管清工業株式会社 １３時３０分～

７ 株式会社 アメニティライフ １４時００分～ ８ 株式会社イーサポート １４時３０分～

９ 株式会社Enjoy Life Company １５時００分～ 10 社会福祉法人嘉穂の里 １５時３０分～



ＵＲＬ: https://www.ogsic.jp/ ＵＲＬ: https://www.iki2-k.com/about-us

企業PR:
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・販売が基幹事業を展開。
またコンクリート用砕石や道路用砕石といった資材の運搬、土木建築も手がけるなど、
地元のインフラ産業やモノづくり企業を側面から支援。

企業PR:
半年間マンツーマンでサポートする「ほっとスタッフ制度」や、育児に理解のある風土があるため、
経験の浅い方や未経験の方、小さなお子様がいらっしゃる方もご安心ください。
将来役職になりたい等興味のある方も募集しています。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途・留学生
勤務地: 福岡県柳川市 勤務地: 福岡県久留米市野中他

連絡先: 0944-74-6811 古田 晃 連絡先: 080-5206-8553 木村 伸一郎
本社所在地: 柳川市大和町徳益 従業員数: 61人 本社所在地:

事業内容: 砕石・産業廃棄物処理・リサイクル・土木・解体工事・運送事業 事業内容: 通所介護、居宅介護支援事業、訪問看護、児童発達、就労支援

業種: サービス業 業種:

採用区分:

久留米市野中町 従業員数: 180人（うち女性120人）
募集職種: ①営業職 募集職種: ①介護スタッフ ②介護スタッフ(常勤、非常勤パート) ③保育士

医療、福祉

ＵＲＬ: https://www.nft-g.co.jp/ ＵＲＬ: https://www.iix.co.jp/

企業PR:
日常で使われている様々な製品には半導体が使用されています。
その半導体を衝撃から守るためにコーティングする金型と装置を製作している会社です。
弊社の技術で豊かな社会を一緒に支えてくれる仲間を募集しております!

企業PR:
★学部学科問わず★OJTや社内外研修にてスキルアップの環境があります。
フィールドエンジニアは誰もが知っている大型施設にて「空調自動制御システム」の保守点検をします。
社会貢献度の高いお仕事です。

新卒（2023年卒）・第2新卒 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡県太宰府市水城1-11-11 勤務地: 福岡、システムエンジニアは東京本社

連絡先: 092-921-1525 原尾 / 大塚 連絡先: 03-5437-2050 大地雅子
本社所在地: 福岡県太宰府市水城 従業員数: 100人（うち女性13人） 本社所在地:

事業内容: 半導体封止用金型及び省力化装置製造 事業内容: 大型施設空調自動制御システム施工保守 画像処理研究開発

業種: 製造業 業種:

採用区分:

東京都品川区西五反田 従業員数: 173人（うち女性7人）
募集職種: ①設計職 募集職種: ①フィールドエンジニア ②システムエンジニア

建設業

ＵＲＬ: https://human-life.co.jp/ ＵＲＬ: https://hisayamajiritsu.sakura.ne.jp/

企業PR: 日本で一番、ありがとうが飛び交う『顧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!

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

新卒（2023年卒）・第2新卒 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡市博多区博多駅東2丁目17-5 ARKビル6階 勤務地: 糟屋郡久山町

連絡先: 092-482-8500 ①西原②髙橋③立部 連絡先: 092-976-2710 鮎川
本社所在地: 福岡市博多区博多駅東 従業員数: 110人（うち女性103人） 本社所在地:

事業内容: コールセンター事業 事業内容: 通所の障がい福祉サービス事業を展開している法人です

業種: 複合サービス業 業種:

採用区分:

福岡県糟屋郡久山町 従業員数: 15人（うち女性7人）
募集職種: ①総合職 募集職種: ①職業指導員 ②生活支援員(パート)

医療、福祉

ＵＲＬ: http://www.fukuoka.alsok.co.jp/ ＵＲＬ: https://gwx-recruit.com/

企業PR:
ALSOK福岡株式会社は1976年昭和51年5月に常駐警備を専門とし、福岡市に設立、
今年5月で47周年を迎えます。地域社会のみなさまに、安全で安心して頂けるサービスを提供し、
地元企業からの信頼も厚く頂いております。

企業PR:
入社後３ヵ月のシステムエンジニアの外部研修に参加し、研修後には自社内、あるいは取引先で
業務システム等の設計・開発に携わっていただきます。
プログラムに興味があり「プログラムを１行でも書いたことのある」ことが応募条件です。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）
勤務地: 警備／エリア全域（ 福岡・大分・⾧崎 ）  勤務地: 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル4F

連絡先: 092-471-1016 ALSOK福岡（株）総務部 阿部  連絡先: 092-477-8110 寺岡麻美
本社所在地: 福岡市博多区博多駅東 従業員数: 700人（うち女性100人） 本社所在地:

事業内容: セキュリティ事業および綜合管理・防災事業を行う企業です。 事業内容: 業務システム開発、WEBシステム、アプリ開発等
業種: サービス業 業種:

採用区分:

福岡市博多区博多駅東 従業員数: 52人（うち女性12人）
募集職種: ①施設警備（常駐） 募集職種: ①システムエンジニア

情報通信業

ＵＲＬ: http://www.tesima.co.jp ＵＲＬ: https://www.global-market.co.jp/

企業PR:
総合建設業を営んでいる創業５７年の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』の中でも『住』に携わっている企業です。
当社は建設業の中でもビルやマンションを奇麗にする業界で、流行すたりがありません。

企業PR:
自由度が高く、一人ひとり裁量をもって働けることが当社の特徴!
「こんなことをしてみたい!」など仕事のアイデアがあれば、実現していくことができる環境です。
手がける事業も幅広く、様々な仕事にチャレンジすることも可能です。

採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 本社及び福岡市近郊 勤務地: 株式会社グローバルマーケット 福岡県北九州市八幡西区陣原三丁目23番9号

092-874-3781 椎山 力 連絡先: 093-642-9686 大西 由莉
本社所在地: 福岡市早良区干隈 従業員数: 32人（うち女性6人） 本社所在地: 北九州市八幡西区陣原

総合建設業。ＵＲの団地やマンションの保全工事や大規模修繕工事 事業内容: 総合不動産業/賃貸売買建物管理/小規模不動産特定共同事業など

業種: 建設業 業種: 不動産業等

【6月21日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会 参加企業リスト

事業内容:

従業員数: 47人（うち女性22人）
募集職種: ①工務営業（保全部） ②現場管理(建築) ③現場管理(土木) 募集職種: ①営業職(新卒での募集) ②営業職（管理業務）(中途での募集)

連絡先:

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。）

電気・ガス等

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

金融・保険業

公務

その他

１ 株式会社テシマ工業 １０時００分～ ２ 株式会社グローバルマーケット １０時３０分～

３ ALSOK福岡株式会社 １１時００分～ ４ 株式会社グローバルワークス １１時３０分～

５ 株式会社ヒューマンライフ １３時００分～ ６ 社会福祉法人久原福祉会 久山自立園 １３時００分～

７ 株式会社エヌ．エフ．テイ １４時００分～ ８ 株式会社イクス １４時３０分～

９ 大坪ＧＳＩ株式会社 １５時００分～ 10 有限会社いきいきリハビリケア １５時３０分～



ＵＲＬ: https://www.aso-kaigo.jp/ ＵＲＬ: https://www.ds-direx.co.jp/

企業PR:
麻生グループの一員として、福岡県内中心に95ヶ所の在宅介護・医療サービスを展開しています。
「お客様の問題解決のお手伝い」を企業目的として、
社会や地域に対して貢献していける様、日々前進しています

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。

 近年では東日本への出店も増えており、サンドラッググループという安定した基盤の上に
大きく成⾧している企業です。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡県内各地の事業所 勤務地: 原則、初任地はご自宅の近くから決定致します

連絡先: 092-452-7770 人事総務課 小﨑慎吾 連絡先: 070-7430-3306 礎 大輔
本社所在地: 福岡市博多区博多駅前 従業員数: 1218人（うち女性1035人） 本社所在地:

事業内容: 在宅を中心とした介護・医療サービス業 事業内容: ディスカウントストア「ダイレックス」の運営
業種: 医療、福祉 業種:

採用区分:

佐賀市高木瀬町 従業員数: 1733人
募集職種: ①総合職 ②介護職 募集職種: ①店舗運営職

卸売・小売業

ＵＲＬ: http://www.hijirikai.com ＵＲＬ: https://tsubuku.co.jp/

企業PR:
開設42年目の社会福祉法人です。
久留米市、小郡市、うきは市に介護事業20か所、保育園1か所を運営しています。 企業PR:

空調機器、空調設備の設計、施工、メンテナンスを行う総合エンジニアリング企業です。
共に高めあい、共に成⾧できる方と一緒に働きたいと考えています。
建設業やものづくりに興味がある方ぜひご応募ください。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途・留学生 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 久留米市、小郡市、うきは市 勤務地: 福岡県筑後市一条１３３１

連絡先: 080-2695-2588 内藤貴夫 連絡先: 0942-53-0120 津福信子
本社所在地: 久留米市田主丸町石垣 従業員数: 360人（うち女性310人） 本社所在地:

事業内容: 高齢者介護及び幼児保育 事業内容: 空調および機器の提案、設計、施工、メンテナンス

業種: 医療、福祉 業種:

採用区分:

久留米市梅満町 従業員数: 29人（うち女性7人）
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 募集職種: ①営業 ②設計（空調機器、空調設備の設計） ③現場管理 ④空調保守、サービス、メンテナンス

建設業

ＵＲＬ: https://jp.luckdesign.jp/ ＵＲＬ: https://www.live-cs.jp/

企業PR:
 ・若い(5年)会社です。・配管加熱ヒータを製造・販売している、

製造業です。縫製技術とヒータ技術を使った商品です。CADを使い、デジタル化を推進しています。
・半導体向けであり、今後成⾧が期待されます。

企業PR:
お客さまと接点を持ち、相談に応じたり、保険の商品を説明をする。
ライヴは保険の総合代理店です。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途・留学生 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡県みやま市瀬高町上庄７５９－１ 勤務地: 福岡県飯塚市横田８７０－３

連絡先: 080-7931-7123 竹下 哲司 連絡先: 0948-24-1480 柴田 直樹
本社所在地: みやま市瀬高町上庄 従業員数: 16人（うち女性10人） 本社所在地:

事業内容: 半導体業界向けに縫製技術を使った配管加熱ヒータを製造・販売 事業内容: 保険代理業全般
業種: 製造業 業種:

採用区分:

飯塚市横田 従業員数: 15人（うち女性5人）
募集職種: ①設計・製造 ②営業 募集職種: ①営業職 ②事務職（営業事務職）

金融・保険業

ＵＲＬ: https://www.siwx.co.jp/ ＵＲＬ: http://www.denhome.jp/

企業PR:
鉄の街・北九州のプライドにかけて、お客様の要望を満足するよう、
鉄の加工技術を向上させてまいりました。タンクや新幹線⾧崎駅の鉄骨などのインフラ施設、
手掛けた構造物は北海道から沖縄におよび、みんなの生活を支えています。

企業PR:
一級建築士の女性社⾧が子育てしながら、建設業、一級建築士事務所、宅建業を経営しています。
接客や現場など実践の機会も多く、資格取得の応援など成⾧できる環境があります。
ご自身の夢実現の器としての会社でありたいと考えています。

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 北九州市小倉南区、門司区 勤務地: 福岡市城南区樋井川7-1-6

連絡先: 093-472-3411 総務 花田 美香 連絡先: 090-7781-8153 藤本香織
本社所在地: 北九州市小倉南区新曽根 従業員数: 117人（うち女性11人） 本社所在地:

事業内容: タンクや鉄骨などの鋼構造物の製作、据付工事を請負う会社です。 事業内容: 戸建て注文住宅を中心とした建築士事務所・宅建業を含む建設業

業種: 製造業 業種:

採用区分:

福岡市城南区樋井川 従業員数: 11人（うち女性10人）
募集職種: ①タンクなどの大型鋼構造物の現地据付工事の現場監督業務 ②大型構造物製作工場での製造管理業務 募集職種: ①設計・技術 ②営業・広報

建設業

ＵＲＬ: https://recruit.kurumegas.co.jp/ ＵＲＬ: http://www.daiei-eng.co.jp

企業PR:
久留米ガスは久留米市を中心に都市ガス・ＬＰガスの供給・販売で地域密着を目指す
西部ガスグループの会社です。地域の生活や経済を支えるガスの総合的な
プロフェッショナルとして永く働くことができます。

企業PR:
防水・塗装工事を主に、専門工事業としての知識と経験を生かし、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年間業務を行えた事は、
当社の取組が広くご理解頂いている証と思っております。

採用区分: 新卒（2023年卒） 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡県久留米市(転勤無し) 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）

0942-36-2601 立花 翔 連絡先: 093-571-4581 川村 洋史
本社所在地: 久留米市東櫛原町 従業員数: 85人（うち女性16人） 本社所在地: 北九州市小倉北区西港町

都市ガス・ＬＰガスの供給・販売 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
業種: 電気・ガス等 業種: 建設業

【6月22日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会 参加企業リスト

事業内容:

従業員数: 57人（うち女性13人）
募集職種: 総合職 募集職種: ①施工管理担当者

連絡先:

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。）

電気・ガス等

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

金融・保険業

公務

その他

１ 久留米ガス株式会社 １０時００分～ ２ 大榮株式会社 １０時３０分～

３ 白石鉄工株式会社 １１時００分～ 4 でんホーム株式会社 １１時３０分～

５ ラックデザイン株式会社 １３時００分～ ６ 有限会社ライヴ １３時３０分～

７ 社会福祉法人ひじり会 １４時００分～ ８ 津福工業株式会社 １４時３０分～

９ 麻生介護サービス株式会社 １５時００分～ 10 ダイレックス株式会社 １５時３０分～



自動車生産設備の設計・製作・現地立上。機械部品の製作・納入。 事業内容: 都市部を中心とした特殊地下空間を構築する専門業者です。

業種: 製造業 業種: 建設業

【6月23日開催】福岡県ウェブ合同会社説明会 参加企業リスト

事業内容:

従業員数: 37人（うち女性8人）
募集職種: ①営業 ②設計 ③組立 ④製作、機械加工 募集職種: ①工事職員 ②機電職員

連絡先: 0949-22-2438 熊埜御堂 篤 連絡先: 092-482-6311 村田 篤
本社所在地: 行橋市大字下崎 従業員数: 72人（うち女性9人） 本社所在地: 福岡市博多区山王

ＵＲＬ: https://sinkou-recruit.com/ ＵＲＬ: https://www.alpha-civil.com/

企業PR:
シンコウ製作所は、車やスマホを作る設備や部品を世の中に提供する、技術力を兼ね備えた
下町ロケット的な会社です。社風はアットホームで、海外からの研修生も活躍しています。
コロナ影響を殆ど受けず、安定して業績を伸ばしています。

企業PR:
専門業者としては希少な「設計・製作・施工・開発」を一貫しておこない、
⾧年に亘り、多くの地下ライフライン構築に貢献。
円形・矩形の自社所有機90機以上、施工実績850件以上、特許取得60件以上。

採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途・留学生 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途
勤務地: 福岡県行橋市、直方市 勤務地: 福岡本社および全国で展開する現場

事業内容: 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業） 事業内容: 金属製品製造業
業種: 運輸・郵便業 業種:

採用区分:

福岡市南区向野 従業員数: 120人（うち女性20人）
募集職種: ①タクシードライバー ②管理職候補生 ③地域限定総合職（新卒） 募集職種: ①製造技能職（※金属加工技術のスペシャリストを育成※）

製造業
連絡先: 093-511-8850 江﨑 美菜 連絡先: 092-555-2880 山本 和也

本社所在地: 北九州市小倉北区下富野 従業員数: 1000人（うち女性150人） 本社所在地:

ＵＲＬ: https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ ＵＲＬ: https://www.kakou-nisso.co.jp/

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、誰もが活躍できる職場環境です。
あなたもぜひ、一緒に働いてみませんか♪

企業PR: ・安定の東証スタンダード上場企業 ・主に建築向けの金属部材を製造し工場の規模は西日本有数
・転勤なし ・若い社員にもやる気があればチャレンジさせる気風がある

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途・留学生 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒
勤務地: 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） 勤務地: 福岡県嘉麻市上山田211-57

事業内容: 受託開発事業、技術支援事業等、ＩＴ事業全般 事業内容: 高齢者・児童・障がい児の支援を行っております。
業種: 情報通信業 業種:

採用区分:

飯塚市相田 従業員数: 150人
募集職種: ＩＴ技術職 募集職種: ①介護職 ②介護支援専門員 ③保育士 ④児童指導員（保育士）

医療、福祉
連絡先: 092-413-8541 大町 達 連絡先: 0948-24-8000 相野満利惠

本社所在地: 福岡市博多区博多駅前 従業員数: 45人（うち女性7人） 本社所在地:

ＵＲＬ: http://www.infony.co.jp ＵＲＬ: http://kunugien.com/new/

企業PR:
弊社は福岡市内のお客様を中心に主にＷＥＢ系の開発を行っています。
社員を大切にをモットーに技術スキル向上に対する支援も充実しています。
是非私たちと共に働いてみませんか。

企業PR:
高齢者・児童・障がい児の支援を行っております。
未経験の方でも安心して働けるようサポートいたします。
企業主導型保育所あり(職員無料)

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途・留学生
勤務地: 福岡市内 勤務地: 福岡県飯塚市相田114-1

事業内容: 伝票などを中心とした印刷物の製造・販売を行っています。 事業内容: スーパーマーケットチェーン 『ゆめマート』を展開
業種: 製造業 業種:

採用区分:

北九州市 従業員数: 1780人（うち女性1240人）
募集職種: ①営業職 募集職種: ①総合職

卸売・小売業
連絡先: 0943-32-5511 ⾧田 治久 連絡先: 093-602-4689 小山 有理恵

本社所在地: 八女郡広川町日吉 従業員数: 約150人 本社所在地:

ＵＲＬ: http://www.kurume-insatsu.co.jp ＵＲＬ: https://www.youme-kitakyushu.co.jp/

企業PR:
伝票を中心とした印刷物の製造・販売を行っています。
自社での一貫製造を行える設備を有し、福岡県で創業して55年以上の企業です。
お客様のビジネスの根幹に携わる印刷商品を幅広く提案できることが強みです。

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!?

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒
勤務地: 福岡県内（八女郡、大野城市、久留米市）東京、大阪のいずれか 勤務地: 福岡県、山口県、大分県内の弊社が展開する『ゆめマート』

事業内容: システム開発、自社パッケージソフトの開発、サポート 事業内容: 通所介護６ヶ所／訪問介護／居宅介護支援／放課後等デイサービス
業種: 情報通信業 業種:

採用区分:

北九州市若松区浜町1丁目3番1号 従業員数: 132人（うち女性105人）
募集職種: ①システムエンジニア、プログラマー 募集職種: 介護職

医療、福祉
連絡先: 092-452-2733 田中 綾 連絡先: 093-771-8282 池田 綾子

本社所在地: 福岡市博多区博多駅前 従業員数: 86人（うち女性24人） 本社所在地:

ＵＲＬ: https://www.infogram.co.jp/ ＵＲＬ:            https://www.yoshino-care.com

企業PR:
時代のニーズにあわせた情報システムの開発や提案を行っています。
「お客様に信頼され、社員に愛される会社」をスローガンに、
みんなの声を聞きながら日々少しずつ成⾧している会社です。

企業PR:
職員全員が志を持ってサービスを提供しています。未経験者や仕事と生活の調和を大切にする職員
が多数活躍中!個々の実力が発揮できる環境です。◆新入職員研修有◆資格取得支援制度有◆産休
育休制度及び取得実績有（前年度取得者数2名）

新卒（2023年卒）・第2新卒・中途 採用区分: 新卒（2023年卒）・第2新卒・中途・留学生
勤務地: 福岡市博多区博多駅前2丁目17番19号 安田第5ビル3F 勤務地: 福岡県北九州市若松区内の事業所（6ヶ所）のいずれか

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。）

電気・ガス等

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

金融・保険業

公務

その他

１ 株式会社シンコウ製作所 １０時００分～ ２ 株式会社アルファシビルエンジニアリング １０時３０分～

３ 北九州第一交通株式会社 １１時００分～ ４ 日創プロニティ株式会社 １１時３０分～

５ インフォニイ株式会社 １３時００分～ ６ 社会福祉法人櫟会 １３時３０分～

7 久留米印刷株式会社 １４時００分～ ８ 株式会社ゆめマート北九州 １４時３０分～

９ 株式会社インフォグラム １５時００分～ １0 株式会社 芳野ケアサポート １５時３０分～


