
参加予定企業（一部）※申込み順※11/25現在

No. 企業名 業種 事業内容 企業PR 希望業種

1 (株)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

不動産投資コンサルティングを軸として、売買・賃貸管理なぢ不動産
業全般をワンストップで提供している創業３３期目の会社です。６年前
に新事業推進のため新たに「ミライ環境事業部」を創設。新たな資産
活用や環境に優しい事業の提案を行っております。これから新しいビ
ジネスモデルを続々と創出し、ご提案してまいります。

建設・土木, 不動産, 医
療・福祉

2 インタラクティブ(株)  ＩＴ・情報通信
福岡特化型求人マッチングサ
イト　ジョブアンテナ福岡

福岡県に特化した求人サービス　ジョブアンテナ福岡を運営してま
す。ダイレクトリクルーティングで企業様の採用のお手伝いをさせて頂
いておりますので採用をご検討されてる企業様と出会いたいです。

建設・土木, 卸売, ＩＴ・
情報通信

3 エイリツ電子産業(株)  製造 通信機器・IOT製品製造
建設・土木, ＩＴ・情報通
信, 運輸・倉庫・交通

4
Yamegrapher〜平島写真事務所
〜

その他サービス カメラマン
小売, ホテル・宿泊, 飲
食

5 Tailor Grace  小売 オーダースーツ販売
福岡市中央区天神地区（警固交差点付近）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構えています。大人のクラシックスー
ツをコンセプトとしております。

金融・保険, 不動産

6 CODINO PJ FUK  小売
オンライン直売所運営、農家
経営支援

オンライン直売所「マレブル」◆農家さん自身が目利き！◆農家直送
だから“おいしい・新鮮・お買い得”◆沖縄を除く九州・山口県へのお
届けは”送料無料”マレブルは登録制の、生産者と消費者を「食」でつ
なぐオンラインマーケットです。地産地消しましょう！

保育・教育, 美理容・ブ
ライダル, 飲食

7 GOLDEN CRAB  飲食
カニや海老、ロブスターを豪快
に手づかみで食べて頂く福岡
唯一のシーフードレストラン

おいしく、楽しい「手づかみシーフード」ファミリー、カップル、女子会で
ご利用ください。ズワイガニ、タラバガニ、エビ、ロブスターや色んな
シーフードをテーブルの上に、ドーンとお出ししてみんなでワイワイ食
べて頂くスタイルです。小さなお子様から幅広い年齢の方にご利用頂
いてます。福岡唯一のレストランです。

卸売, ホテル・宿泊, 飲
食

8 (株)プレジャーリンク  不動産
新築分譲マンションの販売代
理、中古マンションの買取再販

建設・土木, その他
サービス

9 税理士法人まもる 
専門コンサルタン
ト

税務・経営コンサル

税理士法人まもるは、税金のスペシャリストである国税出身(法人税・
相続税)の税理士と､コンサルトに強い民間の税理士が多数在籍す
る､『官民融合の税理士集団』です。インボイスやGP通算税制の導入
など税金の仕組みが著しく変化しているなか、私達はお客様一人一
人に寄り添ったタックスプランニングを行います。

建設・土木, 金融・保険,
 医療・福祉

10 (株)エアサーブ  ホテル・宿泊
国内外からの大切なお客様の
お出迎えご案内をメインに様々
なサービス提供しております

株式会社エアサーブは、旅行業界におけるお客様のご出発のお見送
り、ご到着のお出迎え、海外出張中の緊急時の電話対応と、様々な
ツアーのガイディング、イベント、研修等の為のコミュニケーションデ
バイスのメーカー＆販売、レンタル業で、個人から団体のお客様のお
役に立つサービスを提供しております。

運輸・倉庫・交通, ホテ
ル・宿泊

11 人事経営アドバイザリー九州 
専門コンサルタン
ト

人材採用・定着、社員教育、働
き方改革、ＤＸに伴う業務の見
直し等人事経営支援

当所の提供する支援サービスは、『入社した社員が辞めない採用活
動方法の提案』と『必要な人材の確保につながる社員教育・業務改善
等組織作りのサポート』をメインに、企業内へのノウハウの落とし込み
を行う『伴走型の支援』です。目に見える持続的な効果につながる解
決策をご提案致しますので、お気軽にお声がけ下さい。

保育・教育, 医療・福祉,
 専門コンサルタント

12 (株)シーエス・プレナー  その他サービス
テレマーケティング・電話受発
信業務・コールセンターの運営
構築

長年大手テレマーケティング会社で携わった経験と実績を基に、お客
様企業のご要望・ご期待に応えられるように、シーエス・プレナーは
CS（顧客満足の向上）に努力を重ねて参ります。

製造, ＩＴ・情報通信, 美
理容・ブライダル

13 ベストパートナー(株)  ＩＴ・情報通信 ITサービス業全般

大阪で起業した今年26年目となる老舗IT企業です。博多駅筑紫口側
から徒歩5分ほどにオフィスを構えております。Windows95発売直後や
インターネット黎明期よりITユーザーやそのシステムをサポートしてき
ました。PC障害やデータ移行、クラウドの導入など様々な対応もして
おりますのでお気軽にご相談下さい。

製造, ＩＴ・情報通信, 飲
食

14 (株)日本オフィスソリューション  ＩＴ・情報通信
OA機器販売・WEBサイト制作・
福祉事業・ネイルサロン運営

ホテル・宿泊, 飲食, 専
門コンサルタント

15 (株)テイシン福岡 
専門コンサルタン
ト

各種調査、情報提供サービ
ス、各種セミナー・イベントの開
催

創業６５年、テイシンは九州で最も歴史と実績を重ねている福岡県弁
護士協同組合特約店の総合調査会社です。私たちは企業・法人がリ
スクヘッジを目的として実施する反社チェック・採用調査・人物信用調
査・資産調査などの調査委託機関です。

建設・土木, 保育・教育,
 専門コンサルタント

16 (同)アートプロジェクト０１  その他サービス
Aｒｔ＝表現することをカル
チャー・イベント・セミナー・旅
の提案など企画し実現する

　美術と他の活動をコラボし新しいカルチャーやイベントを企画発信
する。人々を集め交流することで新しいコミニティーをつくり和を広げ
る。働き方にArt（表現）を取り入れ再生する為のセミナーを企画し実
施する。美術をテーマとした旅の企画や文化施設の利用の仕方の提
案や幼稚園・介護施設に美術を通した支援をする。

保育・教育, 医療・福祉,
 その他サービス

17
リラクゼーション＆アロママッ
サージトロワ 

その他サービス リラクセーションマッサージ

昨年10月に福岡市中央区警固（桜坂駅徒歩４分）でリラクゼーション
サロンをオープンしました。福岡市内の老舗店で7年経験を積んで店
内での施術と自宅への出張マッサージも行っています。店内は完全
個室で安心してリラックスできる空間を提供できるように努めていま
す。

卸売, 専門コンサルタ
ント, その他サービス

18
脱毛専門サロンAIVIS【アイビス】
 

その他サービス エステサロン

元皮膚科看護師が施術する安心、安全脱毛をおこなっております。従
来の脱毛器の2倍の効果があるため、脱毛効果も高く、お客様にも大
変満足されています。その他にもフェイシャル、毛穴エステや強烈な
デトックスである中国の民間療法の刮痧【かっさ】や脊柱クレイパック
をおこなっております。

美理容・ブライダル, 専
門コンサルタント

19 一般財団法人あんしん財団  金融・保険 一般財団法人
厚生労働省認可の一般財団法人です。企業防衛と福利厚生・様々な
補助金制度で事業経営を総合的にサポートします。

製造, 建設・土木, 運
輸・倉庫・交通

20 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, ＩＴ・
情報通信

21 (株)智裕スタイル  建設・土木 建設業
建設・土木, 不動産, そ
の他サービス

22 (株)SYSKEN  建設・土木
電気工事、通信工事、太陽光
発電工事等の総合エンジニア
リング企業

情報通信エンジニアリング企業として、企業理念である「最大の誠
意」、「最良の技術」、「最高の品質」により社会の発展に貢献し続け
ます。

建設・土木, ＩＴ・情報通
信
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23 (有)PLANTS  医療・福祉
就労継続支援Ａ型事業所（軽
作業等の受託）

人員補充、コスト削減に繋がる軽作業を受託をしております。企業様
からのお仕事を当事業所施設内やお客様指定の場所で、商品のセッ
トアップ、部品の組み立てなどの軽作業をしています。

小売, 医療・福祉, ホテ
ル・宿泊

24 (株)ネイバー・シンク  その他サービス 広告業

九州〜全国を網羅する自社媒体を軸に、広告プロモーションをご提
案。オンライン・オフライン広告を活用したZ世代〜若者向けのプロ
モーションから、独自に発行する自社媒体、さらにSNS・YouTube広告
などのデジタル広告を組み合わせ、お客様に最適な広告ソリューショ
ンをご提案します。

小売, 美理容・ブライダ
ル, 飲食

25 (株)フォーユニティ  医療・福祉
介護・福祉事業・食品加工卸・
小売り（アパレル）

平成から令和にかけて、介護事業は多く変化し続け、地域に根差した
介護提供の重要性が問われている状況です。介護業界・事業所の皆
様・ご家族様・地域医療の方々多くの皆様と共にあり続ける企業を目
指しています。確かな信頼と経験に基づいた発想で介護業界を後押
します。

不動産, 医療・福祉, 飲
食

26 (株)ハロスマイル  小売
マッチング事業（派遣・紹介・外
国人）会社紹介、オフィス家具
販売、派遣会社向け研修

弊社は「人材マッチング」と「オフィス家具販売」を中心に事業を展開し
ています。特にマッチング事業では、クライアント企業様へ人材会社さ
ま（派遣・紹介・外国人）をご紹介するといったオリジナルのサービス
が人気となっております。またオフィス家具販売も日本メーカーである
「ナイキ」商品を積極的に販売しております。

製造, 卸売, 運輸・倉
庫・交通

27 わかば経理労務サポート 
専門コンサルタン
ト

社会保険労務士業、経理業務
サポート,

保育・教育, ＩＴ・情報通
信, 専門コンサルタント

28
公益財団法人日本電信電話
ユーザ協会 

ＩＴ・情報通信
電話応対教育とICT活用推進
による、コミュニケーション文化
の振興と地域社会の発展

ICTの活用推進、電話応対教育を大きな柱として、各種セミナー・研修
や電話応対コンクール・コンテストの開催、電話応対技能検定(もしも
し検定)の運営や、会員交流会・情報通信に関する施設見学会等を日
本全国で実施しております。

ＩＴ・情報通信

29
学校法人先端教育機構　事業構
想大学院 

保育・教育
社会人大学院（文部科学大臣
認可）

あらゆる業界、組織で求められる新規事業開発に特化した社会人大
学院です。実践を見据えた研究・教育を軸に、事業の根本となるアイ
デア発想から実現するための構想計画策定までを身につける多様な
カリキュラムを提供しています。九州各地から多彩な社会人の方が入
学しています。2012年開学｜事業構想修士（専門職）

製造, 卸売, 小売

30 (株)ワイズサイン  建設・土木
屋外サイン、屋内サイン（看
板）の設計、製作、施工、メン
テナンス

屋内外のサイン（看板）を製作設置しています。LEDサイン、広告塔、
電照式サイン、ビル文字、チャンネル文字、ステンレス・アクリル加
工、プリント出力などサイン工事全般

建設・土木, その他
サービス

31 栁澤公認会計士事務所 
専門コンサルタン
ト

M&Aコンサルティング、IPO準
備アドバイザー、経営支援

これまでの経験をもとに主にM&AやIPO準備のアドバイザリーサービ
スを提供しています。またベンチャー企業様などへご要望に応じたそ
の他の経営支援にも対応させていただきます。

製造, 建設・土木, 医
療・福祉

32 (株)トレンディアイム  卸売
抗菌・消臭加工コーティングの
施工や、除菌・消臭効果のあ
るオゾン発生器の販売等

肌着・寝具・化粧品・サプリ等の販売を主な事業としておりましたが、
感染症の拡大を機に衛生関連事業として、小さな物品から室内全体
に至るまで、あらゆるモノの菌・ウイルス・ニオイ等の問題を解決する
お手伝いをしております。

不動産, 医療・福祉, ホ
テル・宿泊

33 (株)ライフスタイルマネジメント 
専門コンサルタン
ト

経営人事コンサルティング

世界初の声から僅か6秒で個性が解る「声紋分析システム」を開発。
採用や人財育成、メンタルヘルス等のHR分や教育分野等におけるコ
ンサルタントを行っております。Web-APIも開発し、今後はSaas型のシ
ステムを展開して行きます。

保育・教育, 医療・福祉

34 (株)プライム評価研究所 
専門コンサルタン
ト

不動産鑑定評価　補償　不動
産コンサルタント

不動産鑑定及び不動産コンサルティングの会社です。福岡市が本社
で北九州市及び東京に支店があります。不動産売買に伴う適正価格
の評価、会計上の時価評価、相続時の不動産評価、土地建物の賃
貸借に関する賃料評価、建物建て替え時の立退料の評価など、不動
産に関する評価、コンサルタント業務を行っております。

建設・土木, 不動産, 運
輸・倉庫・交通

35 ライズ  保育・教育
組織活性の教育研修、個人向
けキャリアコンサルティング

■事業内容①組織活性支援事業②個人向けキャリア支援事業③採
用支援事業④出版支援事業●研修実績/管理職研修、次世代リー
ダー研修、若手スキルアップ研修、営業支援研修、接遇マナー研修、
など。200を超えるプログラムから選択できる！講師陣は専門分野を
もち経験豊富（110名登録）！助成金活用もアドバイス！

製造, 不動産, 医療・福
祉

36 一般社団法人MJ  その他サービス
各種イベント企画・制作・開
催。

美理容・ブライダル, ホ
テル・宿泊, その他
サービス

37 (株)アーヴェルクリエイト  建設・土木 総合建設業

建物(住宅、ビル、マンション、店舗等)のリニューアル工事に特化した
会社です。今回、参加させて頂く担当者は、大規模修繕工事を専門と
し、外部のみで無く、弊社那珂川支店(内装部)との連携で、テナント
新、改装工事や大手コーヒーショップの内装工事に携わり、品質の向
上は勿論の事、意匠性を常に高めております。

建設・土木, 不動産, 運
輸・倉庫・交通

38 社会保険労務士大谷事務所 
専門コンサルタン
ト

社会保険労務士 専門コンサルタント

39 Ｃ＆Ｃ(株)  その他サービス 国際貿易・国際物流・越境ＥＣ
卸売, 小売, 運輸・倉
庫・交通

40 ソニー生命保険(株)  金融・保険 保険募集業
保育・教育, ＩＴ・情報通
信, 美理容・ブライダル

41 (株)イズマサ  卸売
電線・ケーブルの卸売を中心
に各種企業マッチング等を行
なっております

建築や製造に関わる電線・ケーブルの販売を中心に行っております
が、様々なお困りごとの解決の為に業種を超えたご提案や企業マッ
チングを行なっております。九州全域への営業・販売のお手伝いや、
東京・大阪を中心とする各種展示会より新商品の情報収集を行い、
ご提案の幅を広げております。

製造, 建設・土木, 運
輸・倉庫・交通


