
（福岡商工会議所主催）「学校と企業との就職情報交流会」参加企業一覧 2019/2/21現在

企業NO 貴社名 〒 住所1 住所2 住所3 事業内容

1 アイ・エイチ・ジェイ 株式会社 8120013 福岡県 福岡市博多区博多駅東 2-6-26 安川産業ビル６階 OA機器・携帯電話の販売、携帯電話ショップの運営（12店舗）等

2 株式会社アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 8120025 福岡県 福岡市博多区店屋町 6-25オクターブ店屋町ビル8F 旅⾏業

3 アイム電機⼯業株式会社 806-0004 福岡県 北九州市⼋幡⻄区⿊崎城⽯ 3-4 「⽔中ポンプ・⽔中モーター」等産業⽤⽔⼒機械の専業メーカー

4 旭化成アミダス株式会社 福岡⽀店 8100012 福岡県 福岡市中央区⽩⾦ 1-20-3 紙与薬院ビル10階 総合⼈材サービス

5 アサヒサンクリーン株式会社 福岡⽀店 810-0064 福岡県 福岡市中央区地⾏ 2-1-15 ⻄武アメニティビル1階 介護事業

6 株式会社愛宕建設⼯業 819-0025 福岡県 福岡市⻄区⽯丸 1-15-14第⼀愛宕ﾋﾞﾙ ⼟⽊建設業

7 株式会社あつまるホールディングス 860-0012 熊本県 熊本市中央区紺屋今町 14番地 求⼈案内本社ビル 求⼈メディア事業、就職⽀援事業、ゴルフ場・ホテル事業、アグリビジネス事業など

8 株式会社アピカル 8100044 福岡県 福岡市中央区六本松 2-12-25 ベルヴィ六本松5F 保育サービス業

9 株式会社アルテクス 8140001 福岡県 福岡市早良区百道浜2-1-22 福岡SRPセンタービル7F 受託開発事業及び技術者⼈材サービス

10 イズミ・フード・サービス株式会社 7330833 広島県 広島市⻄区商⼯センター2-3-1 飲⾷業

11 いちよし証券株式会社 104-0032 東京都 中央区⼋丁堀 2-14-1 証券業

12 イフジ産業株式会社 811-2318 福岡県 糟屋郡粕屋町⼾原東 2-1-29 液卵、卵加⼯品製造業

13 株式会社ウインズジャパン 812-0013 福岡県 福岡市博多区博多駅東 2-13-25 豚⾻ラーメン店「博多⼀幸舎」の運営

14 株式会社ウエスコ 九州⽀社 8120016 福岡県 福岡市博多区博多駅南 2-4-11 建設コンサルタント（公共インフラ整備の調査・設計）

15 株式会社エージーピー九州 812-0005 福岡県 福岡市博多区上⾅井 348 福岡空港内 航空付帯サービス

16 ATUホールディングス株式会社 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前 4丁⽬33-1KMビル3F 警備業

17 ＳＥＴソフトウェア株式会社 812-0016 福岡県 福岡市博多区博多駅南 1-3-11ＫＤＸ博多南ビル8F システム開発・サービス

18 株式会社エフ・ジェイ エンターテインメントワークス 8120024 福岡県 福岡市博多区綱場町 2-2 福岡第⼀ビル6F 商業施設の運営管理、住宅展⽰場の運営管理、各種イベントの企画⽴案・実施

19 株式会社EnjoyLifeCompany 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神 4-8-25-201 情報通信業

20 株式会社えんホールディングス 810-0041 福岡県 福岡市中央区⼤名2-8-22 天神偕成ビル6階 不動産業（エンクレストの販売・管理）

21 株式会社オーリック 8100071 福岡県 福岡市中央区那の津 5-8-6 酒類販売

22 株式会社 柿原組 810-0022 福岡県 福岡市中央区薬院 三丁⽬４番２１号 建築・⼟⽊⼯事請負

23 ㈱カンサイ 812-0007 福岡県 福岡市博多区東⽐恵 3-32-15 電設資材の総合商社

24 キーウェア九州株式会社 8120013 福岡県 福岡市博多区博多駅東 ３－１３－２１ エフビル コンサルから設計、開発、運⽤など、トータルなソリューションを提供しております。

25 キーウェアソリューションズ株式会社 156-8588 東京都 世⽥⾕区上北沢 5-37-18 官公庁、通信、⾦融、医療、公共交通、流通分野などにおけるシステム開発

26 九州建設株式会社 812-0016 福岡県 福岡市博多区博多駅南 1-8-31 ⼟⽊・建築⼯事の請負業

27 九州⾼圧ｺﾝｸﾘｰﾄ⼯業株式会社 815-0035 福岡県 福岡市南区向野1丁⽬ 13-14 コンクリートポール及びパイル、その他コンクリート製品の⽣産並びに販売

28 株式会社九州ソフタス 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前 3-25-24 ⼋百治ビル3階 情報処理サービス業
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企業NO 貴社名 〒 住所1 住所2 住所3 事業内容

29 九州電気システム株式会社 8120895 福岡県 福岡市博多区⽵下 １丁⽬１８番１７号 電気設備⼯事

30 キュウニチ株式会社 816-0807 福岡県 春⽇市宝町 １丁⽬１番地３ 熱絶縁⼯事業

31 株式会社キユーハウ 8120051 福岡県 福岡市東区箱崎ふ頭 ４－３－５ 住宅建材・住宅機器の販売、プレカット加⼯⽊材の販売、外壁・屋根⼯事の責任施⼯

32 旭栄産業株式会社 8528108 ⻑崎県 ⻑崎市川⼝町 500-410 建設業

33 株式会社ケアリング 812-0044 福岡県 福岡市博多区千代 3-6-3千代⼤学通2F 介護保険法に定める介護事業全般、福祉⽤具販売／レンタル

34 株式会社サンケン・エンジニアリング 815-0082 福岡県 福岡市南区⼤楠 2-13-7 建設業（舞台機構設置⼯事業）

35 サン情報サービス株式会社 8120011 福岡県 福岡市博多区博多駅前１－９－３ 博多駅前シティビル３F ソフトウェア開発、パッケージソフト販売・導⼊

36 株式会社三⽴鑑定 8100802 福岡県 福岡市博多区中洲中島町 2番３号 福岡フジランドビル７階 損害保険に関わる損害鑑定業務、評価鑑定業務等

37 ＪＩＰテクノサイエンス株式会社 8120016 福岡県 福岡市博多区博多駅南 １－３－６第三博多偕成ビル４階 情報サービス業

38 株式会社システムズスタッフ 810-0073 福岡県 福岡市中央区舞鶴 1丁⽬3-16 グラフィックメゾン舞鶴 マンション管理員業務請負 機械式駐⾞場メンテナンス

39 株式会社システムニシツウ 815-0082 福岡県 福岡市南区⼤楠 １－５－２ ＳＹＳＫＥＮ⼤楠ビル２Ｆ 情報通信システムおよびソフトウェアの設計・開発・販売・保守・運⽤

40 松影堂印刷株式会社 812-0041 福岡県 福岡市博多区吉塚 5-13-40 印刷業：名刺・チラシ・リーフレット・パンフレット・複写伝票等、主に紙に印刷します

41 株式会社 末永⼯務店 8150075 福岡県 福岡市南区⻑丘 5-21-20 建築⼀式⼯事業

42 ⼤興グループ（㈱ダイコーテクノ、㈱ダイテック、㈱ダイコーIWS） 7300044 広島県 広島市中区宝町4-28 ⼤興ビル 技術サービス/専⾨コンサルタント/システム開発

43 株式会社ダイコック 812-0013 福岡県 福岡市博多区博多駅東 3丁⽬12-11 エコ・テクノビル２F ソフトウェア開発業

44 株式会社ダイワス 8120066 福岡県 福岡市東区⼆⼜瀬 17-5 ビルメンテナンス業

45 株式会社⽟屋 8100003 福岡県 福岡市中央区春吉 3-12-1 ⽟屋本社ビル5階 遊技場の経営

46 電気興業株式会社九州⽀店 8140001 福岡県 福岡市早良区百道浜 1-7-5 建設業ならびにアンテナメーカー

47 東邦地下⼯機株式会社 8120857 福岡県 福岡市博多区⻄⽉隈 5丁⽬19-53 建設機械（ボーリングマシン・ポンプ等）製造販売・建設⼯事

48 トヨタ部品福岡共販株式会社 818-0025 福岡県 筑紫野市⼤字筑紫 1032番地1 ⾃動⾞部品、⽤品、砿油卸売

49 株式会社トヨタレンタリース福岡 8120896 福岡県 福岡市博多区東光寺町 1-1-1 レンタカー・カーリース事業

50 南薩⾷⿃株式会社 897-0302 ⿅児島県 南九州市知覧町郡 3635 ⾷⾁加⼯品卸売業、加⼯業、輸出、ハラルフードの製造販売、店舗⽀援

51 ⽇建リース⼯業株式会社 811-2101 福岡県 糟屋郡宇美町⼤字宇美字古野ノ⼝ ３４２６番地の９ 物品賃貸業（レンタル）

52 ⽇伸産業株式会社 810-0075 福岡県 福岡市中央区 港3丁⽬1-58 様々な産業に必要な資機材の輸⼊、加⼯、販売、機械設備のメンテナンス迄⾏っています

53 ニッポンレンタカー九州株式会社 8120002 福岡県 福岡市博多区空港前 2-5-40 レンタカー＆カーリース

54 ⽇本電⼦⼯業株式会社 5440033 ⼤阪府 ⼤阪市⽣野区勝⼭北1丁⽬ 4番21号 ⼊退室管理システム、防災・防犯システムの開発・設計・製造・販売・保守メンテナンス
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（福岡商工会議所主催）「学校と企業との就職情報交流会」参加企業一覧 2019/2/21現在

企業NO 貴社名 〒 住所1 住所2 住所3 事業内容

55 HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン 841-0023 佐賀県 ⿃栖市姫⽅町 蓮原1635番地 物流業

56 博多港運株式会社 8120032 福岡県 福岡市博多区⽯城町 14-3 港湾運送事業・貨物利⽤運送事業・貨物⾃動⾞運送事業・倉庫業・通関業 等。

57 ⼋光オートメーション株式会社 811-2304 福岡県 糟屋郡粕屋町仲原 ２７５３－５ 電気機械器具製造業

58 株式会社BCC 8100044 福岡県 福岡市中央区六本松2丁⽬ 12-19 BCCビル 情報サービス業

59 ⽇⽐⾕総合設備株式会社 九州⽀店 8120013 福岡県 福岡市博多区博多駅東 2-5-1 アーバンネット博多ビル 建築設備業

60 (株)ヒューマンライフ 812-0013 福岡県 福岡市博多区博多駅東2丁⽬ 17番5号ARKビル6F コールセンター事業：通信販売の電話受付業務

61 株式会社美養 815-0032 福岡県 福岡市南区塩原 １－５－３ メゾン川上３０２ 化粧品・健康⾷品企画製造販売、エステサロン・教室運営

62 福岡⼤同⻘果株式会社 813-0019 福岡市 東区みなと⾹椎3丁⽬ 1番1-204号 ⻘果卸売業

63 株式会社 福岡ビル開発 8120013 福岡県 福岡市博多区博多駅東1丁⽬ 11番5号アサコ博多ビル ビルメンテナンス業・ビル管理業

64 フジクス九州株式会社 811-2308 福岡県 糟屋郡粕屋町内橋 804-15 建物サービス業

65 株式会社ホームラン・システムズ 8120015 福岡県 福岡市博多区⼭王 2-6-20 給⾷受託、⾷材の⼀括供給、給⾷管理ソフト販売

66 三⾓商事株式会社 ルミエール 818-0134 福岡県 太宰府市⼤佐野 1-6-30 ⼩売業

67 株式会社 ミドリ印刷 8120016 福岡県 福岡市博多区博多駅南 6-17-12 総合印刷、会社案内、帳票類、ビジネスフォーム印刷他、⾃分史等の出版事業

68 株式会社メディカルグリーン 8120041 福岡県 福岡市博多区吉塚 8-7-11 健康茶、健康⾷品の製造・販売

69 株式会社百⽥⼯務店 8130034 福岡県 福岡市東区多の津 1-4-5 総合建設業

70 株式会社モントレ福岡 8100041 福岡県 福岡市中央区⼤名 2-1-12 メゾン天神 302 時計、貴⾦属販売（百貨店への卸売業）

71 ユニバース情報システム株式会社 九州⽀店 812-0011 福岡県 福岡市博多区博多駅前 １－１５－２０ ＮＭＦ博多駅前ビル６階 ソフトウェアの開発

72 株式会社横浜アートニクス 8140001 福岡県 福岡市早良区百道浜 2-1-22 福岡SRPセンタービル606B LSI(⼤規模集積回路)開発、ソフトウェア開発

73 株式会社ワークス 811-4321 福岡県 遠賀郡遠賀町⾍⽣津 1445-1 超精密加⼯技術（研削加⼯、マシニング加⼯等）を⽤いた精密部品の加⼯業務

74 株式会社ワードシステム 802-0081 福岡県 北九州市⼩倉北区紺屋町 12-4 三井⽣命北九州⼩倉ビル6階 ソフトウェアの設計・開発、製造、保守（受託開発、⾃社パッケージ開発）
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