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No. 企業名 業種 事業内容 企業ＰＲ 交流希望業種

1
株式会社カインドサポー
ト 

研修講師　コーチン
グコーチ

企業の営業チーム力を強化
し業績拡大に繋げる企業研
修講師・コーチングコーチ

代表取締役の松行は株式会社LIXILでの32年の活動実績とコーチングコーチ・課題解決
プロジェクトリーダーのスキルを活用し管理職の方には「部下育成スキルアップ・課題解
決スキルアップ」に繋がる研修を、営業職の方には「自力で新規顧客獲得できるスキル
習得」に繋がる研修を提供しています。講演会もお受けできます

卸売, 医療・福祉, 専門コンサ
ルタント

2 株式会社FUN&FRUIT 専門コンサルタント
デジタルマーケティングエー
ジェンシー

B2B,B2C問わず、幅広い大手企業様へのマーケティングサポート経験をもとに、クライア
ント様視点での収益拡大を主に、デジタルとブランディング領域でサポート。サービス例：
収益拡大WEB-PDCAコンサル,WEB＆TV 広告、SEO、MEO、サイト制作、LP開発ほか。
お気軽にご相談ください。

不動産, 飲食, その他サービス
通販

3 株式会社プラスワン 
ウェブ制作、印刷デ
ザイン制作など

Webサイトの制作全般、チラ
シやパンフレットといった紙
媒体、システム・アプリ開発

● 福岡 薬院｜地域密着情報サイト「つむぐ」の運営● 企画立案、企画書・提案書作成
● システムの企画・開発● WEBの企画制作・運営・提案● カタログ・パンフレット・チラ
シ・DM・名刺・封筒・広告記事等の制作● 集客・販促プロモーションの企画・運営● 雑
誌他各種メディアの企画・制作・広告代行など。

ＩＴ・情報通信, 飲食, 専門コン
サルタント

4 KILI CLINIC  医療・福祉 美容クリニック
福岡大名の美容クリニックでアンチエイジングに特化した診療を行なっています。美容医
療を中心に、鍼灸院や美容内科のクリニックと連携して、美と健康の提案いたします。

医療・福祉

5 samdesign  広告デザイン
広告デザイン　紙媒体のデ
ザイン、チラシ、パンレット、
ポスターなど

フリーでグラフィックデザインの仕事をしている刀根と申します。デザインの仕事に携わっ
て30年近くになり、紙媒体のデザインはひととおり経験してきましたので、デザインだけで
なく必要なツールのご提案もいたします。一緒に考え、一緒に作っていけるパートナーの
方を探しています。どうぞよろしくお願いいたします。

保育・教育, 医療・福祉, ホテ
ル・宿泊

6
琉球インタラクティブ株式
会社 

ＩＴ・情報通信
福岡特化型求人マッチング
サイト

福岡県で働きたい人材と出会いが広がる 想いで繋がる　ジョブアンテナ福岡では企業と
求職者同士が「いいかも！」を送り合う事で、求職者との新しい出会いのかたちを作って
います。毎日新しい候補者と出会える、福岡県に特化した求人マッチングサービスです。

建設・土木, 卸売, ＩＴ・情報通
信

7 株式会社アスク  製造 除菌・消臭剤の製造・卸

新型コロナウイルスのパンデミックによって様々な業界で衛生管理の在り方が問われる
昨今、ジョキナールの発売元として13期を迎えます。全国の様々な業界に40社以上の代
理店様を通してジョキナールをご愛用頂いています。あらゆる菌・ウイルスを死滅させ、
清潔で快適な空間を提供します。

卸売, 小売, 医療・福祉

8
株式会社フジコー　九州
支店 

卸売
各社インテリア照明器具の
販売、電気設備工事

建物あるところに、必ず照明があります。ただ室内を明るくするだけに留まらず“灯りとの
付き合い方”をご提案。空間の表情を変え、利用者の印象を大きく変える。そんな影響力
のある事業を手掛けています。あらゆる要望をお伺いし、現場における諸問題を解決し
ながら、迅速かつ的確に照明器具のプラン・納品を行っています。

卸売, 小売, その他サービス
電気設備工事

9 朝日産業株式会社  卸売 貿易輸入輸出 国内小売通販卸、海外輸出
弊社は輸入・輸出・国内小売・免税店商品提供をメインとして事業を展開しております。メ
イン取り扱い商材（化粧品・美容専売品・美容機器・美容サロン専売品・日用雑貨・ベ
ビー用品・衛生用品・酒類・食品※和牛・冷凍食品※）

卸売, 美理容・ブライダル, 飲
食

10
エイリツ電子産業株式会
社 

製造 通信機器製造

全国の警察本部で指令業務で使われる無線指令装置を製造しています。また、新たな
事業としてＩｏＴ事業に取り組み、農業におけるＩＴ化や危機管理ツールとして河川の水位
を計測しアラートを発する装置等を製作しています。営業から設計、生産まで一貫したも
のづくりによりフットワークの良いユーザー対応を行っています。

製造, ＩＴ・情報通信, 運輸・倉
庫・交通

11 BOOK LOVE  保育・教育
読書のアウトプット力と実践
力が身につく読書のオンラ
インスクール

BOOK LOVEは、読書を無理なく習慣化し、本で学んだ知識のアウトプット力と実践力が
身につく読書のオンラインスクールです。レッスンを通して、週に一冊の読書習慣、学ん
だ知識を要約し説明するアウトプット力、さらにビジネスなどで実践する力が身につくこと
で、自分の希少価値をさらに高めていくことができます。

金融・保険, ＩＴ・情報通信, 専
門コンサルタント

12
ネクスパート法律事務所
福岡オフィス 

弁護士 法律業務全般

全国に９支店（東京、立川、埼玉、千葉、群馬、沖縄、福岡、横浜、仙台）あり、企業法
務、離婚、相続、労働、交通事故、その他一般民事全般等、幅広い業務に対応していま
す。取引先や自社の労働問題その他法律問題でお悩みの方はまずはお気軽にご相談く
ださい。よろしくお願いいたします。

保育・教育, ホテル・宿泊, 飲
食

13 ソナーフィルム  その他サービス
窓ガラスフィルム施工販売、
クロス（壁紙）格安施工

窓ガラスフィルム施工販売店のソナーフィルムと申します。遮熱フィルムやプライバシー
フィルムなど、ご自宅や法人施設などの窓にフィルムを貼ることで、お悩みを解決するこ
とができます。最近は、クロス（壁紙）も始めました。クロスクリアという壁紙を貼るのでは
なく、塗る技術を駆使して格安で施工させていただきます。

建設・土木, 不動産, その他
サービス

14
株式会社スポーツフィー
ルド 

人材業
体育会学生（大学運動部に
所属）の新卒・中途における
採用支援サービス

弊社は大学の運動部に所属している学生を毎年約2万名ご登録をいただいております。
体育会学生は目標達成意欲や協調性・順応性に優れた方が多くいます。その学生を集
めた就活イベントの企画から運営の実施や成功報酬型のご紹介なども行っております。
その他にも企業様のニーズに合わせた採用の支援を行っております。

建設・土木, 小売, 医療・福祉

15 株式会社 ian  保育・教育
ベビーシッター・出張託児
サービス

当社は福岡を中心にベビーシッター事業を行っています。個人だけでなく、法人の方にも
ご利用いただいており、出勤者を増やしたい時の企業内託児や、研修や社内イベント先
のホテルなどでも出張託児を行っています。入会金・年会費0円。託児が必要な時だけご
利用いただけることが特徴です。

金融・保険, 美理容・ブライダ
ル, ホテル・宿泊

16
ウオクニ株式会社　　福
岡支店 

飲食 集団給食業 製造, 保育・教育, 医療・福祉

17 株式会社はくすい  卸売
ペットの鍼灸やマッサージ漢
方ケア、サプリメント

福岡市で創業47年。漢方専門店2店舗と調剤薬局4店舗を展開しています。健康特にお
薬のプロフェッショナルとして常に新しいビジネスに取り組んでいます。現在、漢方薬専
門店では台湾の世界屈指の漢方薬メーカー順天堂のペット部門、日本総代理店となり、
日本初のペット用漢方サプリメントの販売に取り組んでいます

その他サービス　ペット関連

18
西日本テクノシステム株
式会社 

ＩＴ・情報通信
ＰＣ周りのＯＡ機器・ソフト販
売。ＵＴＭ等セキュリティ関
連に注力しています。

昭和５８年創業。ＯＡ機器メンテナンスからスタート。現在ではＯＡ機器修理保守 販売、
計測機器修理保守、業務用・汎用ソフト販売、電気通信工事業（建設業取得）、ＩＴ導入補
助金支援事業者。昨今のサイバー攻撃事情に鑑み、現在はＵＴＭを中心としたセキュリ
ティ製品販売保守に注力しています。

卸売, ＩＴ・情報通信, 専門コン
サルタント

19 kedomo  人材紹介 外国人材紹介業
コミュニケーションを大切に、企業様、求職者様に頼っていただける会社を目指していま
す。IT、製造技術者（機電系）、介護、飲食、建築関係などで実績があります。気軽に声
をお掛けください。

建設・土木, ＩＴ・情報通信, 飲
食

20 株式会社パソナテック  ＩＴ・情報通信
DXソリューションおよびIT人
材サービス

小売, 保育・教育, ＩＴ・情報通
信

21 株式会社 Across Ocean  専門コンサルタント
アメリカ進出企業に対するコ
ンサルティング業務

弊社Across Oceanは、日本からアメリカに進出したいと考えている企業の方々へのサ
ポート業務を行っています。具体的には、進出希望エリアの市場調査から始まり、事業
展開立案、現地ブローカーを通じた営業など、日本からの進出企業が現地に根付いてい
くまでの一連のサポート業務を行います。

製造, 卸売, 小売

22 ユニゾンライフ事務所  金融・保険 経営コンサル
建設・土木, ＩＴ・情報通信, 医
療・福祉

23
Yamegrapher〜平島写真
事務所〜

カメラマン カメラマン

2012年から写真を始め、2018年に事務職員からカメラマンへ転職。現在福岡中心に活
動中。主に家族撮影、Wedding、料理撮影。「あなたのイメージに寄り添う写真」を心掛け
て撮影しています。将来的に地元である八女の地方創生に関わりたい思いでこの屋号
にしております。

製造, ホテル・宿泊, 飲食

24
株式会社コミュニティメ
ディアパートナーズ福岡

ラジオ局 イベントス
ペース

体験型魅力発信スペース事
業

街とまち。人と人。人とモノをつなげるをコンセプトに地方に足を運び、魅力を再発見し福
岡から地方を紹介するお手伝いをしています。見て・聴いて・食べて・触れてみて体感し
ながら地方の良さ、モノの価値などを提供。コミュニティラジオ局を併設した情報発信基
地アンテナショップのシェア、POP UP SHOPも可。

卸売, 保育・教育, ホテル・宿
泊

25
株式会社トレンディアイ
ム

卸売
衛生商材・美容、健康商材
の卸し、販売

オフィスや居住空間を安心して使えるように、空間や衛生に関する気になること、他社、
他のご家庭はどのような空間作り・衛生管理を日常的にしているのか等の疑問にお答え
し、お力添えしていきます。

建設・土木, 保育・教育, 医療・
福祉

26 ディーアンドワイ 
遺品整理、不用品回
収

遺品整理、不用品回収を行
なってます。

金融・保険, 不動産
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27 くらしキラリ 
エアコン・ハウスク
リーニング

エアコン・ハウスクリーニン
グ業

くらしキラリの相江です。私は福岡、筑豊、筑後地域を中心にエアコンクリーニング、ハウ
スクリーニングを行っております。開業して間もないですが、お客様に「満足」だけではな
く「感動」を与えれるよう真心こめて丁寧に作業致します。よろしくお願い致します。

建設・土木, 不動産, その他
サービス　ハウスクリーニング
業

28 cleancycle  ハウスクリーニング

業務用・壁掛けエアコンク
リーニング、ハウスクリーニ
ング全般、空室清掃、家事
代行

施工箇所をお客様が気持ちよく使用している表情を思い浮かべながら、真心を込めて施
工させて頂いております。また、施工前後の説明をしっかりと行いお客様にご納得頂ける
まで丁寧に施工致しております。『キレイ』の為に妥協致しません。まだまだ未熟者です
が何卒宜しくお願い申し上げます。

金融・保険, 不動産, ホテル・
宿泊

29 土田社労士事務所  専門コンサルタント 社会保険労務士業
接客・サービス業界での豊富な店舗マネジメント経験と大手ゲームメーカーからタクシー
会社までの幅広い職歴を持つ、現職労働局職員兼開業社労士が、貴社の『人』について
の様々なお悩み事の解決のお手伝いをさせていただきます！

小売, 美理容・ブライダル, 飲
食

30 株式会社ハウテック  ＩＴ・情報通信
住宅建築用CAD・積算見
積・構造計算ソフトの開発と
販売

福岡で創業して３７年間、住宅建築用の図面作成、CGパース、積算見積、構造計算、省
エネ計算ソフトウェア等を自社開発にこだわって開発して、全国で販売しています。近年
では、構造計算や省エネソフトのプログラム認定を取得したり、ゴーグル装着型のVRソフ
ト、クラウド型のVRシステム等の開発販売を進めています。

建設・土木, ＩＴ・情報通信

31
FPTジャパンホールディ
ングス株式会社 

ＩＴ・情報通信
データイノベーション、データ
コンサルティング、開発

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社は、ベトナム最大のIT企業であるＦＰＴソフトウェ
アの日本法人です。2005年の設立以来、ベトナムと日本両国を繋ぐ架け橋として、最新
テクノロジーを活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値
を届けてまいりました。

製造, ＩＴ・情報通信, 運輸・倉
庫・交通

32 リフェコ株式会社
環境商材（太陽光関
連）

環境関連商品の販売・施工
及び保守管理、エネルギー
ソリューション、卸販売、リー
ス

タフな地域コミュニティをつくることは、持続可能な自立した地域コミュニティを構築するこ
とです。豊かな自然を育み、人々の暮らしを未来へつなぎ、安心して住み続けられる地
域コミュニティをつくることになります。タフな地域コミュニティをつくる上で重要になること
は「再生可能エネルギーの地産地消」の実現です。

製造, 建設・土木, 医療・福祉

33 株式会社レド  不動産 建築設計
建築設計、不動産取引業、
不動産管理

設計から不動産管理まで行う不動産のプロフェッショナルです。BIMを活かしたサービス
をご提供し、お客様とともに成長・発展を目指します。

建設・土木, 不動産

34 Tailor Grace  小売 オーダースーツ販売
福岡市の大名の路面1階にてオーダースーツ・オーダーシャツの店舗を運営しておりま
す。メンズ・レディースともに扱っており、流行り廃りのない大人の正統派スーツを作って
おります。

不動産, その他サービス, その
他

35
コンピュータハウス株式
会社 

ＩＴ・情報通信
コンピュータソフトウェアの
開発

弊社は独立系のソフトウェア企業で東京と福岡に開発拠点がございます。2019年1月よ
り東京本社でプライム上場企業の株式会社アイ・エス・ビーグループの一員となり、福岡
での更なる事業拡大を進めております。会員交流会の場で地元のIT企業様と交流を深
めビジネスに繋がればと思っております。

ＩＴ・情報通信

36 蜜.  飲食 飲飲食を伴う接待業

中洲大通り沿いのエレガンスビルにオーナーママが独立してから10年目に突入したミニ
クラブです　カラオケルームと通常のお席があり、毎日10名程度のスタッフで運営をして
おります　コロナ禍が始まってから休業と再開を繰り返してきましたが、心折れずにみん
な仲良くの精神で日々営業に勤めております

製造, ＩＴ・情報通信, 運輸・倉
庫・交通

37 日本プロダクト株式会社  建設・土木 土木建設業
建設・土木, 専門コンサルタン
ト

38
株式会社エス・ピー・ネッ
トワーク 

専門コンサルタント
クライシス・リスクマネジメン
トのコンサルティング

警視庁・道府県警の出身者をはじめ、企業危機管理に伴う法務・労務・広報等の専門家
で構成されるクライシス・リスクマネジメント専門企業。企業不祥事等に伴う緊急対策支
援に至る「直面する危機（クライシス）」対策や、「潜在する危機（リスク）」の発現を未然防
止するための実践的コンサルティングと人的支援を展開する。

小売, 不動産, ＩＴ・情報通信

39 株式会社東海岸  ＩＴ・情報通信 Web制作・SEO対策
Web専門家が在籍しコーポレートサイトをはじめとする集客・採用・ブランディング・ECな
どWeb制作を承っています。動画などの映像制作からSNS・Web広告・SEO対策などのデ
ジタルマーケティングを実践する福岡のIT企業です。

製造, 建設・土木, 運輸・倉庫・
交通

40 福岡警備保障株式会社  その他サービス

警備業を営み機械警備、常
駐警備、誘導警備、監視カ
メラの設置販売をしていま
す。

43年間福岡市を中心として警備業を営んできました。機械警備、常駐警備、誘導警備、
監視カメラの設置販売を主な営業品目としています。

建設・土木, 不動産

41
株式会社ワイズプランニ
ング 

不動産
不動産投資コンサル、ｺｲﾝﾗ
ﾝﾄﾞﾘｰ開発、輻射式冷暖房
提案、コンテナ倉庫他

創業３２期目の不動産投資コンサル事業を柱に、賃貸戸建、コンテナ倉庫、コインランド
リーなどの土地活用商材の提案プロデュースもワンストップで行い、また新規事業として
地域活性化事業や障がい者支援事業も現在立上中。環境事業として輻射式空調システ
ムエコウィンを体育館や道の駅等の公共施設への提案施工を行う。

医療・福祉, ホテル・宿泊, そ
の他　空調設備関連

42
株式会社ベストITビジネ
ス 

ＩＴ・情報通信
GoogleのMEO対策サービ
ス・SNS運用サポート業務

ベストITビジネスでは、WEBを活用した中小企業様の集客支援サービスを行っておりま
す。GoogleのGBP登録を通してMEO対策を行い、SNSを活用した集客をサポートいたしま
す。 自社商品・サービスのPR・宣伝の仕方などを様々なツールを用いてご提案させてい
ただきます。

小売, ホテル・宿泊, 飲食

43
株式会社グローバル
ワークス 

ＩＴ・情報通信
業務システム開発・WEBシ
ステム開発・アプリ開発・
WEB制作等

お客様のご要望に合わせたご提案をさせて頂くためには、お客様とのコミュニケーション
が最も重要であると考えています。交流会では「〇〇をシステムにしたい」、「HPをリ
ニューアルしたい」、「ショッピングシステムを作りたい」などといった、ざっくりした内容か
らでもお気軽にお声掛けください。

ＩＴ・情報通信, その他　採用媒
体や広告関係の会社様

44 株式会社RGBcreation  ＩＴ・情報通信
映像制作・飲食店運営・節
税コンサル・卸売

TV番組やCMの映像制作から 飲食店舗運営、節税・資産運用コンサル、小売、卸売など
 多岐に渡り展開、実績がございます。

金融・保険, 飲食, 専門コンサ
ルタント

45 アデコ その他サービス 人材サービス

人材派遣、人材紹介、アウトソーシングなど、コンサルテーションをベースとしたハイブ
リッド型の総合人材サービスを展開。人材を紹介するサービスにとどまらず、業務改善や
人材育成、人材開発、組織の健康管理など、雇用や人事に関するあらゆるご要望にお
応えするトータルソリューションを提供しています。

金融・保険, ＩＴ・情報通信, そ
の他サービス

46
株式会社ミロク情報サー
ビス

ＩＴ・情報通信

税理士･公認会計士事務所
およびその顧問先企業向け
の 業務用アプリケーション
ソフト

バックオフィス業務の効率化をご提案致します。財務会計をメインに給与人事の管理や
勤怠など、企業に必要不可欠なバックオフィス業務について、コスト削減や効率化のご提
案を致します。全国に拠点があり、各拠点で導入している事例、実績なども含め各会社
にあった運用をご提案致します。

建設・土木, 卸売, 医療・福祉

47 はぴえん。  専門コンサルタント
食品衛生管理コンサルタン
ト

「笑顔あふれる日常の中に、誰もがワクワクする時間を提供する」をミッションに長年の
の品質管理・生産管理の経験を活かし、HACCP支援・QPO（品質管理アウトソーシング
業務）・食品表示支援・販路拡大支援を行なっております。安全安心をお届けするサポー
トしております。

小売, ホテル・宿泊, 飲食

48
株式会社 With pleasure 
高島屋 

運輸・倉庫・交通 運送、昆虫販売

私たちはお客様に満足いただける技術と信頼を備えたサービスを目指し、物流という観
点からアウトソーシングサポートなどを提供しています。また物流事業の枠に留まること
なく地域密着のスローガンのもと、子供たちを笑顔にするための昆虫事業や、フードバン
ク事業への支援など多角的に可能性を求め取り組んでおります。

小売, 運輸・倉庫・交通

49
株式会社ウィズオノウェ
ア 福岡事業所 

ＩＴ・情報通信
システム開発全般、WEB制
作、SES事業

多岐に渡る業界のシステム開発の請負、SES事業をコアビジネスとしている会社です。
社内の業務ＩＴ化、リプレイス等を検討されている企業様への提案等をさせて頂いており
ます。弊社からの外注先も探しております。

製造, ＩＴ・情報通信, 運輸・倉
庫・交通

50 Happy healing BALI
セラピスト養成スクー
ル

バリニーズ腸活セラピスト養
成スクール

世界に通用する本場バリニーズの技術と健康管理士保有資格の講師より本物の腸活を
学べ、予防医学セラピストとして地域社会に貢献できるセラピストを養成するスクールに
なります。トリートメントと腸活メニューを導入できシャンティ認定パーソナルセラピストとし
て全国に広げていきます。

その他サービス　セラピスト養
成スクール

51
株式会社エコー・システ
ム 

ＩＴ・情報通信
業務用パッケージソフト開
発・販売、クラウドサービス
提供

我社は平成元年創業以来、基幹業務のシステム受託開発を主たる業務として、お客様
に喜んで頂ける最適なソリューションを提供すべく、幅広い分野でのシステム開発を手が
けております。また、業務パッケージおよび汎用的ツールパッケージの開発・販売、クラ
ウドサービスの提供も行っております。

卸売, ＩＴ・情報通信, 飲食


