
参加予定企業（一部）※申込み順※11/2現在

No. 企業名 業種 事業内容 企業PR 希望業種

1 株式会社スポーツフィールド  その他サービス
新卒向けイベント事業　新卒・
既卒者向け人財紹介事業

「スポーツ人財の素晴らしさを広く世の中に伝えたい」その想いを胸
に人財や各企業のご担当者様一人一人と真摯に向き合い、「心」の
通った「人財ビジネス」を展開しております。

卸売, 金融・保険, 不動産

2 有限会社ユニット・エムエスイー  ＩＴ・情報通信
システム開発、HP制作、WEB
での集客のお手伝いなど

東区馬出に事務所を構えており、主にオーダーメイドでのシステム
開発を行っております。直近ではQRを読み込んで行うキャンペーン
商品の抽選システムの開発を行いました。弊社のシステムはカスタ
マイズ性を売りにしており、お客様のご希望に合わせて細かな仕組
みや便利機能などのカスタマイズが可能です。

小売, 不動産, その他サービス

3 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。

医療・福祉, 美理容・ブライダ
ル, ホテル・宿泊

4 株式会社ユリオプス 
専門コンサルタン
ト

新規事業の企画・推進支援、
及び、システム開発、開発組
織構築支援

新規事業の企画・推進やシステム開発に関わる課題を伴走しなが
ら一緒に解決します。2022年8月に設立したばかりの企業ですが、6
社の現在新規事業支援、開発組織の構築を支援しています。上場
を目指すスタートアップから上場企業まで規模も業種も様々なお客
様のニーズに対応しています。

保育・教育, ＩＴ・情報通信, 美理
容・ブライダル

5 古賀特許商標事務所  その他サービス
特許、商標等の知的財産に関
する権利取得等のサービス

長年のエンジニアとしての研究・開発経験を活かし、特許関連業務
（出願、調査等）を始め、商標や意匠等の知的財産に関するサービ
スをご提供いたします。アイデアを思いついたので特許を取りたい
けど、どうしていいかわからない。そのような方は、お気軽に古賀特
許商標事務所までご連絡ください。

製造, ＩＴ・情報通信, 専門コンサ
ルタント

6 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

福岡県に特化した求人マッチングサイト「ジョブアンテナ福岡」を運
営してます。低コストで掲載出来るプランをご用意してますのでご興
味があればお声がけ下さい。

製造, 建設・土木, ＩＴ・情報通信

7 岩切中小企業診断士事務所 
専門コンサルタン
ト

経営コンサルタント

小規模事業者対象によろず経営相談受け付けています。「事業計
画」「資金調達」「販路開拓」「補助金申請」他もろもろご相談くださ
い。初回相談無料。2回目以降もご負担少ない形で一緒に経営課
題を解決して行きます。

小売, 美理容・ブライダル, 飲食

8 行政書士ウチダ事務所  その他サービス 外国人関連のお仕事

当事務所では主に外国人の在留資格に関する相談やその他各種
生活相談、外国人を雇用もしくは計画されている事業者様に対する
各種相談、申請業務などを中心に活動しております。私どもで何か
お役に立てることがあれば幸いです。

建設・土木, ホテル・宿泊, その
他サービス

9
有限会社九州タイヤアールディ
サービス 

小売 タイヤ専業店

昭和27年に祖父が福岡市中央区赤坂にて創業し、今年で70年にな
りました。町のタイヤさんを目指し、軽自動車から大型トラックのタイ
ヤを販売・修理してます。また近隣であれば出張車もありますので
トラブル現場にても作業可能ですのでご気軽にお声掛けください。

卸売, 小売, 運輸・倉庫・交通

10 ガラスフィルムココハル  建設・土木 窓ガラスフィルム営業、施工
建築用窓ガラスフィルムを全メーカー扱っています。飛散防止、紫
外線カット、遮熱、目隠し、デザイン、防犯など、色々な効果があり
ます。現場調査無料です。よろしくお願いいたします。

建設・土木, 金融・保険, 不動産

11 HANUL 
美理容・ブライダ
ル

脱毛サロン、フェイシャル
美理容・ブライダル, その他
サービス

12 感サポ株式会社 
専門コンサルタン
ト

非常用ポータブル水発電機の
販売

当社は「塩水」によるポータブル非常用発電機【ENECTRON（エネク
トロン）】の販売をおこなっております。地震や台風、豪雨災害等私
たちの身のまわりには常に自然災害リスクが潜んでおります。騒
音・有害物質なし、塩水を入れるだけの地球に優しい非常用発電
機を貴社の危機管理のアイテムとしてご活用ください。

建設・土木, 医療・福祉, ホテ
ル・宿泊

13 油機エンジニアリング株式会社  その他サービス
建設機械アタッチメントのレン
タル・修理・販売、人材紹介、
レストラン

油機エンジニアリング株式会社では、解体に使用する油圧アタッチ
メントをはじめ、建設や造園などで活躍する様々なアタッチメントを
レンタル・修理・販売をしております。外国人人材紹介事業もしてお
ります。糸島にある古材の森というレストランも運営しております。

建設・土木, ホテル・宿泊, その
他サービス

14
学校法人グロービス経営大学
院 

保育・教育
教育事業：社会人向けのビジ
ネススクール（MBA）

グロービス福岡校は2013年に福岡で開学して来年で10周年を迎え
ます。経営をしていく上で必要な「経営戦略」や売上を伸ばすため
の「マーケティング」、従業員の生産性を高めるための「人材マネジ
メント」や「リーダーシップ」など、実務に直結する学びを体系的に学
ぶことができるビジネススクールです。

金融・保険, ＩＴ・情報通信, 専門
コンサルタント

15 SRIYE  小売
九州初ラボグロウンダイヤモ
ンドジュエリー専門店

ラボ(研究室)で育てられた天然のダイヤモンドと同じ特性と輝きを
もった地球に優しい本物のダイヤモンド。人と環境に配慮したラボ
グロウンダイヤモンドを身に着けること、それは社会への貢献。エ
シカルなジュエリーを通し心の豊かさを提供したい。そんな思いで
SRIYEは誕生しました。

金融・保険, 医療・福祉, 美理
容・ブライダル

16 シーグレープデザイン合同会社  その他サービス デザイン

「はなす」ことから始まるわたしたちのデザイン。グラフィックデザイ
ンを中心として、WEB、ブランディングなどトータルでディレクション・
デザインをします。企画営業部と制作部が連携し、「きめ細やかに・
誠実に」お客様の課題を解決していきます。

小売, 保育・教育, 専門コンサ
ルタント

17 金子純行政書士事務所 
専門コンサルタン
ト

官公庁等への提出書類作成
等

今年登録、開業、入会したばかりの新米です。昨年会社を定年退
職して１年間を置き、新しい業務に取り組み始めました。実務は研
修会などによる勉強中、早く仕事が出来るようになりたいです。
様々な業種の方と知り合いになりたく、今回参加を申し込みました。
よろしくお願いいたします。

不動産, 飲食, 専門コンサルタ
ント

18 （株）ステイ九州  その他サービス
観光イベント、物産ブランド開
発、映像制作。

九州ブランドを活かして、観光誘客、地域物品販売拡大を支援する
ビジネスを展開してます。地域の企業の紹介映像やイベントも企画
実施しております。有明海をテーマとした四県に渡る地域連携も手
がけております。

ホテル・宿泊, 飲食, 専門コンサ
ルタント

19 kedomo  その他サービス 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。

製造, 建設・土木, 飲食

20 株式会社カワハラ  飲食 飲食業　三店舗
人と人とをつなげる、まごころを大切に「最高のおもてなし」をお届
けします。

金融・保険, 不動産, 美理容・ブ
ライダル

21 トヨタホーム九州株式会社  建設・土木
住宅の販売・建設・アフター
サービス・リフォーム

ＩＴ・情報通信

22 Jfp株式会社  製造
外壁タイル浮き・コンクリート
ひび割れ補修工法メーカー

ビルやマンション等の外壁タイル剥落防止やひび割れ補修の工法
メーカーです。振動・騒音が小さく、粉塵が一切出ない為、居住者
のいるマンションや仕事中のオフィス、病院など様々な建物におい
て補修工事を行うことが可能です。また、建物周辺の居住環境にも
配慮することが出来ます。

製造, 建設・土木, ＩＴ・情報通信
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23 株式会社日本情報開発  ＩＴ・情報通信
システム開発・HP制作/デザ
イン

システム開発・HP制作・ECサイト構築・デザインなど幅広いご要望
にお応えいたします。

ＩＴ・情報通信, その他サービス

24 フィンクリエイト合同会社  ＩＴ・情報通信 アプリ開発・配送事業
・Google社が推奨している方法でアプリ開発を行なっているので開
発スピード・費用共に通常開発の1/2・運送業とタックを組み人材不
足を補うため弊社から人材を補充中

建設・土木, ＩＴ・情報通信, 運
輸・倉庫・交通

25 鳥兆  飲食 飲食店　居酒屋　焼き鳥屋 創業25年の焼鳥居酒屋です。 飲食

26 有限会社ジャンサッチ  卸売
本革バッグ　アパレル等　製
造　卸売　小売店経営

高級本革製品の製造、卸売り、小売店販売を行っております。主に
爬虫類（クロコ）や牛革製品を製造し、ブティックや小売店、デパート
などに卸売りを行っている会社です。バッグ等の袋物、財布等の小
物を中心に取り扱っており、直営の小売店では卸販売の強みを活
かし、品ぞろえ、品質、価格に自信があります。

製造, 卸売, 小売

27 BOOK LOVE  保育・教育
読書で得た学びをビジネスで
実践する力が身につく読書の
オンラインスクール

読書を無理なく習慣化し、本で得た学びをビジネスで実践する力と
ビジネスで必要な要約力とプレゼン力といったアウトプット力が身に
つく読書のオンラインスクールです。週に一冊の読書習慣、仕事の
アウトプットの質や本で得た学びをビジネスで実践する力が高まる
ことにより、自分の希少価値を上げていくことができます。

金融・保険, 保育・教育, ＩＴ・情
報通信

28 株式会社エムビジネス  その他サービス 人材支援
当社は、IT・建設系を中心とした人材のマネジメントを行っていま
す。

その他サービス

29 K&K  医療・福祉 医療機器の代理店販売

ホーマーイオン研究所の医療機器を代理店販売しております。介
護現場、整骨院、エステサロン、パーソナルジムなどの販路拡大の
ため参加させていただきます。現在、顧客をお持ちでしたら色々と
情報交換させていただければと思います。

医療・福祉

30 株式会社エージェンシー  その他サービス サロン開設
次世代型マッサージサロン　肩こり腰痛、痩身に効果大、全く新しい
施術です。今までどこに行っても治らなかった慢性的なコリに特に
有効です。

美理容・ブライダル, ホテル・宿
泊, 専門コンサルタント

31 dopang株式会社  その他サービス
インドネシアへの進出を、翻
訳・現地ツアーなどニーズに
合わせてサポートいたします。

その他サービス

32 開地恭子 
専門コンサルタン
ト

TVディレクター/動画110番

TVディレクター歴24年動画専門家/イーラーニング(動画教材/動画
マニュアル)で作業を自動化し売上をアップ！同時に自由な働き方
も手に入れる。「無名カウンセラーがYouTube開始半年で516万円
売上」「IT音痴の78歳助産師がYouTubeでチャンネル登録1万2000
人」ペットは蛇

保育・教育, 美理容・ブライダ
ル, 飲食

33 株式会社ANDCO  ＩＴ・情報通信
WEBサイト制作およびデジタ
ルマーケティング

当社は、ＷＥＢ・映像制作やデジタルマーケティング、オンライン配
信などを手掛ています。誰よりも身近なＩＴコンサルタントとして、企
業や官公庁に最適なＩＴ戦略を提案しています。

不動産, ＩＴ・情報通信, 医療・福
祉

34 株式会社ピーシーアンド・エル 
専門コンサルタン
ト

人材育成コンサルタント

2019年に福岡で設立し人材育成サービスを通して、人や組織の成
長のお手伝いをしております。人材育成ビジネスに20年以上携わ
り、あらゆる業種・職種の社員様を対象に研修を実施しておりま
す。

ＩＴ・情報通信, 専門コンサルタ
ント, その他サービス

35 SMAROBO  ＩＴ・情報通信
月々980円〜使用のAI学習ロ
ボット【ロボ友】で「おうち塾」を
開業しませんか!!

見守り型リモート学習「おうち塾」を普及させませんか!!【ロボ友】は
AI機械学習機能の集積で、学ぶ子の教えを進化し続け次期世代に
受渡し。 月額980円〜の安価な使用料金で保護者の負担を（6,000
〜9,000円）激減させ、従来の個別指道塾の生徒数を６倍〜  増員
でき飛躍的な収益と質を向上させます。

製造, 保育・教育, ＩＴ・情報通信

36 Jood on Carry, Inc.  飲食 お弁当の店頭販売と卸売業

藁で燻製をしたオリジナルのおかずと拘り抜いた棚田米を釜戸で
炊き上げた”藁かをるお弁当”を通してお米の美味しさを再認識して
いただく為に事業を行っております。また、気軽に身体に優しいお
にぎりを食べて頂きたく自販機販売の運営も行っております。

小売, 医療・福祉, ホテル・宿泊

37 ヴォルフィ株式会社  ＩＴ・情報通信
ＤＸ（デジタル・トランスフォー
メーション）のお手伝いをいた
します

約３０年間コンピュータ・システムエンジニアとしてのノウハウを元に
企業とＩＴの架け橋となります。【事業内容】①サイバーセキュリティ
対策支援②クラウドシステム構築支援③業務システム構築支援

建設・土木, ＩＴ・情報通信, 専門
コンサルタント

38 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。

医療・福祉, 美理容・ブライダ
ル, 飲食

39 株式会社佳澤  その他サービス
翻訳通訳サービス、貿易、コ
ンサルタント、卸販売

卸売, 専門コンサルタント, その
他サービス

40 ディーアンドワイ  その他サービス
未来整理（遺品整理）不用品
回収、お墓清掃

〜整理、片付けに飽き飽きしたら呼ぶべき男〜　会社または社員
の方々の自宅や実家で整理、片付けにお困りの際は、お役に立て
ると思います。

不動産, 医療・福祉

41 Future connect株式会社  その他サービス
留学斡旋、セルフ写真館、韓
国カフェ

保育・教育, ホテル・宿泊, 飲食

42 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

43 interior works LEPSI.M  その他サービス
住宅・店舗・事務所の内外装
をご提案するインテリアコー
ディネート事務所です。

主に、住宅・店舗・事務所の内装コーディネートを行っております。
具体的には室内（天井/壁/床/建具）などの商材選定をして空間を
まとめ、そこに合うインテリア（照明/カーテン/家具）などの、必要に
応じたコーディネートのご提案をいたしております。住宅会社様と業
務提携しており、提携スタッフも在籍中。

建設・土木, 不動産, 専門コン
サルタント

44 STYLISH-SCHOOL 
専門コンサルタン
ト

スタッフ育成、経営者支援、企
画、イベントプロデュース、執
筆

個人の能力と魅力を最大限に引き出し、目的に応じた自分を創造
するお手伝い。人間関係のもつれを紐解くメディエーションを通じ
て、仕事をしやすい環境を自主的に作るサポート。リーダーシップ、
帝王学を身につけ、組織の活性化を新たな仕組みを通して効率化
するアドバイスもしております。

保育・教育, 医療・福祉, その他
サービス
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No. 企業名 業種 事業内容 企業PR 希望業種

45 オフィス幸  不動産
事業用不動産の仲介及び売
買業務

28年間オフィスの仲介、管理業務、店舗の仲介業務に従事して参り
ました。現在は個人事業主となり、主に店舗の仲介をしております。
株式会社エブリィアクセスという会社と業務委託契約を結び、この
会社名義で活動しています。この会社は売買物件も扱っておりま
す。事業用不動産の事なら何でもご相談下さい。

小売, ＩＴ・情報通信, その他
サービス

46 Ｈａｐｐｙ　ｈｅａｌｉｎｇ　ｂａｌｉ その他サービス セラピスト養成スクール

世界のスパでも定番の「バリニーズトリートメント」の技術と、イン
ナービューティとして定番となった「腸活」のスキルを身につけ、美と
健康の知識を習得し、人のお役に立ち手に職を持つことで自由なラ
イフスタイルが叶うセラピスト育成スクールをしています。企業向け
のビジネスプランを広めていきたいと考えます。

美理容・ブライダル, その他
サービス

47 ４ｓ株式会社  その他サービス
デザイン・コンサルティング　- 
Web・紙媒体等のデザインコン
テンツ制作

新規開拓・販路拡大等の営業ツールのデザインコンテンツ制作を
中心に、御社の伝えたいことや目的、今の課題を汲み取った文章
の制作からデザインまで、Web・紙媒体に反映するデザインツール
を制作します。

建設・土木, 専門コンサルタン
ト, その他サービス

48 株式会社ハウスメンテ  建設・土木
屋根調査(火災保険申請サ
ポート)、雨漏り補修、屋根工
事

福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県を活動エリアとして、屋根の点検
をおこない、火災保険に申請出来るかを診断し、申請の為の書類
作成、申請方法のサポートを完全成果報酬(税込30%)でおこなって
おります。また、保険金受給の有無に関わらず、屋根工事、雨漏り
の原因調査〜補修工事をしています。建築系サークル主催中。

建設・土木, 不動産, 飲食

49 ConnectWorks  その他サービス 総合内装業、清掃業

私達は［人との繋がりを大切に］という心情のもと仕事を行なってお
ります。総合内装業ではリフォームから壁紙の張り替え、修繕まで
内装に関するあらゆる依頼に対応出来る状態です。清掃業でも日
常的なトイレ掃除等から床洗浄、ワックスがけ、エアコンの分解洗
浄等の定期清掃まで作業可能です。

建設・土木, 不動産

50 株式会社エディハウス  その他サービス
総合ビルメンテナンス、ビル管
理業

福岡にて、１４年、総合ビルメンテナンス業を行っております。　清
掃・設備点検・各種工事等を行っております。

建設・土木, 不動産, ホテル・宿
泊

51
社会保険労務士法人赤坂経営
労務事務所 

その他サービス 社労士業
不動産, 保育・教育, ＩＴ・情報通
信

52 ＆Birth  飲食 飲食業 バー
＆Birthというガールズ＆コンセプトバーをやっています！可愛くて
上品な女の子が揃うキレイ系ガールズバー☆居心地が良いちょっ
とオトナな空間は、いつもとは違った新鮮な気分を満喫できます！

不動産, 美理容・ブライダル, そ
の他サービス

53 行政書士　ＭＫリズム　オフィス 
専門コンサルタン
ト

行政書士事務所

「あなたの未来の懸け橋に」遺言書作成並びに遺産整理が主体の
市民法務と、建設業や宅建業等各種許認可申請・更新サポートか
ら会社設立に伴う融資相談、補助金申請支援を主業務とし事業者
様の未来を拓く懸け橋としてテンポよくスピーディーな対応と社会貢
献を考えた三方良し経営を目指す行政書士事務所です。

建設・土木, 金融・保険, ＩＴ・情
報通信

54 株式会社ポッシブル  その他サービス
美容　セルフホワイトニング
光触媒スプレー缶

美理容・ブライダル, その他
サービス

55 株式会社フィルムラボ  その他サービス
映像制作…CM、PV、MV、ライ
ブ配信、ショートムービーなど

株式会社フィルムラボでは、テレビやWebでの番組・CM、企業や観
光のPV、アーティストや劇団とのMVやショートフィルムといった、幅
広い分野で映像を制作しております。ご要望にあわせて様々なテイ
ストの企画発案、こだわった演出、確かな撮影技術で、きっとご満
足いただける映像をお届けいたします。

建設・土木, ＩＴ・情報通信, その
他サービス

56 株式会社フジコム九州  卸売
害虫対策商品・空気清浄機関
連商品の販売

弊社は、フマキラー製害虫対策商品、大幸薬品製空気清浄機の販
売を行っております。害虫対策については、殺虫ではなく防虫対策
を行うことで、多くのカフェ・飲食店、食品工場への導入を進めてお
ります。空気清浄機については、コロナ対策としてアミューズメント
ホール、飲食店、携帯ショップ等の導入を進めております。

運輸・倉庫・交通, ホテル・宿泊,
 飲食

57 株式会社サイリョウ  金融・保険 保険代理店
製造, 建設・土木, 運輸・倉庫・
交通

58 株式会社たちろく  その他サービス
建設工事に伴う近隣家屋の工
事損害調査

たちろくの「たち」は「建ち」＝垂直、たちろくの「ろく」は「陸」＝水平、
建築の基本をしっかり調査することを表現しております。基本に忠
実な技術者として、公正公平な第三者として、工事損害調査や環境
調査を通じて建設環境の安心を探究し提供いたします。

建設・土木, 不動産, 専門コン
サルタント

59 株式会社ビートレーディング  金融・保険 資金調達（ファクタリング業）

弊社のサービスはファクタリングという資金調達のサービスになり
ます。売掛債権を弊社が買い取る事で早期に現金化する事がファ
クタリングです。まだまだ認知が少ないと思いますのでこの機会に
色々な方に知って頂ければと思います。宜しくお願い致します。

建設・土木, 金融・保険, 専門コ
ンサルタント

60 株式会社門電  その他サービス
総合広告代理業・電気工事
業・電気製品販売

弊社(株)門電（ﾓﾝﾃﾞﾝ）は、創業74年の総合広告代理店です。JR九
州、JR西日本、西鉄、地下鉄、北九州モノレールの指定代理店とし
て福岡市を拠点に活動しています。広告媒体の御提案からデザイ
ンの製作、設置、保守までをワンストップで行っています。これから
も人と企業の懸け橋となるべく邁進していきます。

保育・教育, 医療・福祉, ホテ
ル・宿泊

61 Office Anna  ＩＴ・情報通信 ライター 不動産, ＩＴ・情報通信

62 LAMマーケティング 
専門コンサルタン
ト

Googleマップ上位表示MEO対
策支援/WEB制作

直営飲食店において、Googleマップ上位表示対策（＝MEO対策）を
実施し、Googleのアルゴリズムの変化に応じた最適な対策方法を
常に実証実験し、各店舗に合わせた最適な対策サービスを提供。
またMEO対策と合わせてInstagramとLINE公式アカウントもご支援。
OEM販売、代理店様募集中

ＩＴ・情報通信, 専門コンサルタ
ント, その他サービス


