
参加予定企業（一部）※申込み順※2/24現在

No. 企業名 業種 事業内容 企業PR 希望業種

1 井上嘉人行政書士事務所  その他サービス 行政書士

事務所では、２０年以上の豊富な経験を基に許可要件該当性を的確に判
断し、各種の許可申請や法人設立や法人管理業務・会計記帳等につい
て、的確で迅速なサービスを提供いたしております。また在留期間更新
許可申請・在留資格変更申請・永住許可申請など、外国人の方及び外国
人を雇用する企業の方々をサポートしています。

建設・土木、小売、保育・教育

2 株式会社クリアマネジメント  その他サービス
人事評価制度・報酬設計のご
支援

中小・成長企業向けに人事評価制度の構築から運用までをご支援させて
頂いております。従業員の育成のためには、適切な評価と報酬連動が不
可欠です。会社が求める評価の軸を明確にし、正当な評価を基に給与制
度・賞与制度を作成いたします。給与の決め方や賞与にお悩みの経営
者、人事担当者の方のお力になります。

小売、医療・福祉、ホテル・宿
泊

3
株式会社ワイコム・パブリッシングシス
テムズ 

ＩＴ・情報通信
ホームページ制作、採用サイ
ト構築

創業26年となります、ホームページ制作・採用サイト構築会社です。構築
のみならず、公開後の運用支援（保守・管理）のほうにも力を注ぎ、100サ
イト以上の管理を預かっております。700件以上の制作実績の知見を生
かし、ウェブ解析士5名、採用定着士5名が、貴社の成長を全社一丸と
なってご支援します。

製造、建設・土木、専門コンサ
ルタント

4 ＆Birth  飲食 飲食業 バー
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るでしょ
う！

飲食

5 株式会社西日本書庫センター  その他サービス 機密文書保管・管理業

1.大切な情報資産を保管から廃棄まで安全に管理することで消失リスク
は軽減し、ＢＣＰ対策強化に繋がります。2.当社セキュリティレベルは金融
機関、監査法人、医療機関等幅広い業種から高評価を頂いております。
3.重要書類管理を外部委託することでスペースの有効活用、事務の効率
化、コスト削減が図れます。

製造、不動産、その他サービス

6 小浦Web広告集客 
専門コンサルタン
ト

導線設計～広告制作をサ
ポートし、「LTV向上」に貢献し
ます。

集約のためのチラシ・LP（ランディングページ）・HP等自分で書いたものの
集客や売り上げが上がらず困っていませんか？見込み客が欲しくなるコ
トバで商品の魅力を届け、最適な導線設計～広告制作までまるっとサ
ポートいたします。

ＩＴ・情報通信、美理容・ブライダ
ル、飲食

7 ウィットシステムズ株式会社  ＩＴ・情報通信
プラントや機械装置を対象とし
たIoTシステムの開発を行って
おります。

公共関連においては、インフラにかかわる「上下水道設備」「し尿処理場」
「ごみ焼却施設」などの設備監視システムを構築しています。又、製造工
場のIoT化として、生産設備の稼働管理等に関わるシステムと、機械装置
製造などメーカ様の製品をIoT化するシステムを構築しています。

製造

8 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
運輸・倉庫・交通、その他サー
ビス

9 株式会社itoq  ＩＴ・情報通信
Webサイト制作・グラフィックデ
ザイン制作

弊社はWebサイト制作を中心に、パンフレットやロゴデザインなど、各種デ
ザイン制作を得意としております。また、弊社は制作するだけでなく、企画
段階からクライアント様の要望・課題を洗い出し、最適解のサービスを提
供する事を心掛けております。

金融・保険、美理容・ブライダ
ル、ホテル・宿泊

10 株式会社カインドサポート  その他サービス 研修講師・コーチングコーチ

＊私がお客様の課題解決プロジェクト・人材育成の仕事に携るようになっ
て９年が経ちます。毎日よりよい講座やコーチングセッション提供につい
て考えて参りました。そして今ようやく一つの結論にたどり着きました。そ
れは「労働生産性向上パッケージ研修」の提供です。ぜひ出会えた方に
参考にして頂きたく思っています。

卸売、医療・福祉、専門コンサ
ルタント

11 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）
建設・土木、金融・保険、専門
コンサルタント

12 株式会社キャリアコンサルテイング  その他サービス 人材紹介事業

弊社は新卒紹介事業を15年以上行っている会社です。登録学生の97％
以上がご友人からの口コミで集客し、ナビサイトと異なる母集団を形成し
ております。幹部候補人材・理系人材を含め幅広くご紹介が可能で、企
業規模問わず成功実績も多数ございます。新卒採用をご検討中でしたら
ぜひご相談ください。

製造、卸売、ＩＴ・情報通信

13 株式会社ハンデックス  その他サービス
内装仕上工事・アウトソーシン
グ業

全国約50拠点で、元請工事の他、設備機器・家具メーカー様等からオフィ
ス、ホームセンター、スーパーマーケット等の大規模施設から小型店舗へ
の納品・施工の下請工事を幅広く行なっております。また、設備工事部門
では、業務用空調工事、電気・照明工事、太陽光工事等も手掛けており
ます。是非、ご用命くださいませ。

建設・土木、医療・福祉、ホテ
ル・宿泊

14 株式会社ライフ・リンク  不動産 不動産買取仲介事業

弊社は不動産の買取再販事業及び不動産売買仲介を主とした会社で
す。弊社では、お急ぎのご売却は「買取」、時間の猶予を頂ける場合は
「仲介」と、ご希望に合わせた売却方法をご提供出来ます。また、ご購入
のお客様への資金計画は勿論のこと、「購入すべきか？」から一緒に考
えるベストパートナーを目指しています！

建設・土木、金融・保険、医療・
福祉

15 染矢修孝法律事務所  その他サービス 法律事務所
金融・保険、不動産、医療・福
祉

16
行政書士法人福田国際ジュリストオ
フィス 

専門コンサルタン
ト

許認可関係申請、外国人材在
留資格申請、国際相続

福田国際ジュリストオフィスは、福岡市中央区大名の行政書士事務所で
す。開業より43年目を迎えました。外国公館公証認証手続など外国関係
業務や国際相続等の国際業務から、建設業宅建業等の許認可関係を中
心とする国内業務まで幅広く対応できる事務所です。困ったことがあれ
ば、是非当事務所をお尋ね下さい。

建設・土木、不動産、専門コン
サルタント

17 ベストパートナー株式会社  ＩＴ・情報通信
コンピュータITに関わるユー
ザーヘルプデスクサポート＆
システム開発と運用保守業務

大阪市で起業し今年で27年目を迎える独立系老舗IT企業です。長い年
月の中、上場企業や世界的企業とも直接取引を行うことができ幅広く社
会に貢献しています。ユーザーには身近で優しく、インフラには安定稼働
が出来るように注力しています。コロナ禍でテレワークやクラウド化の推
進をバックアップしております。

卸売、小売、ＩＴ・情報通信

18 ＦＰＴジャパン株式会社 福岡事業所 ＩＴ・情報通信 ITサービス
金融・保険、ＩＴ・情報通信、運
輸・倉庫・交通

19 株式会社ラップ  その他サービス
映像制作・ライブ配信・企業自
治体コンサルティング・広告代
理業・スタジオ運営

株式会社ラップは、映像制作とライブ配信を中心に活動する総合エン
ターテインメント企業です。映像だけではなく、イベントの制作や企業自治
体のコンサルティングまでお客様の予算とニーズにあった対応をさせてい
ただきます。4月には博多区千代に福岡でも最大級のスタジオをオープン
いたします。何卒宜しくお願い致します。

保育・教育、医療・福祉、運輸・
倉庫・交通

20 ＭＳ九州株式会社  金融・保険
損害保険、生命保険代理店
（三井住友海上直資）

弊社は三井住友海上の直資代理店として九州エリアで地域密着をス
ローガンに活動させて頂いております。宜しくお願い致します。

製造、建設・土木、医療・福祉

21 九州エステート株式会社  不動産 不動産の買取、仲介

当社は福岡県内の不動産の買取・仲介等を主な業務内容とする会社で
す。九州エステート(株)独自の不動産ネットワークをいかし、経験豊富な
スタッフが、豊富な情報力・迅速な機動力・的確な判断力でお客様のニー
ズにお応えします。

建設・土木、卸売、不動産

22 合同会社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

23 吉山地所有限会社  不動産 不動産賃貸仲介、不動産売買
東区馬出で賃貸仲介業を営んでおります！住居、事務所、テナント等の
ご紹介可能です！お気軽にお尋ね下さい！宜しくお願い致します！！

医療・福祉、美理容・ブライダ
ル、飲食
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No. 企業名 業種 事業内容 企業PR 希望業種

24 島塚塗料株式会社  卸売 塗料販売、塗装塗り替え 地元に密着した、塗料、防水材などの製品を販売しておおります。 建設・土木

25 AMAMOTO法務行政書士事務所  その他サービス 行政書士業
いつも笑顔の行政書士、お話をしっかり伺いながら、様々な問題解決の
お手伝いができればと心から願っています。

建設・土木、ＩＴ・情報通信、専
門コンサルタント

26 有限会社ゑびす  製造 古紙回収・片付け その他サービス

27 森特許商標事務所  その他サービス
特許／商標などの総合的な知
財サービスの提供

・お客様のニーズや事業にあわせた知的財産活用をバックアップいたし
ます。・特に、化学／食品分野、エネルギー／環境分野に強みがありま
す。・中小企業／個人事業への商標／ブランド戦略をトータルサポートい
たします。

飲食、専門コンサルタント

28 PrivateGym 88  その他サービス パーソナルジム
保育・教育、医療・福祉、その
他サービス

29 株式会社ネイバー・シンク 
専門コンサルタン
ト

WEB広告運用代理店

「クライアントファースト」を経営理念に、成果重視かつ運用を可視化した
これまでの広告業界にはないWEB広告運用のエキスパートです。リスティ
ング、ディスプレイ、SNSなど各種広告でクライアントと共に伴走型で支援
します。

卸売、小売、美理容・ブライダ
ル

30 コマースメディア株式会社  ＩＴ・情報通信
ECサイト制作、EC事業の受発
注・出荷・CS、コンサルまでワ
ンストップで運営

コマースメデイア株式会社はShopifyが日本対応する以前からプラット
フォームを利用し、ECサイトの構築から物流までの運用支援を行ってき
た企業です。高度な技術力と専門知識をもつEコマース人材を多数抱え、
クライアントの事業成長を支援するプロフェッショナル集団としてEコマー
ス業界の発展に寄与しています。

ＩＴ・情報通信

31 株式会社リペル  建設・土木
ロープアクセス高所・急傾斜
地／補修・点検・調査

建設・土木、専門コンサルタン
ト、その他サービス

32 Feel it 株式会社  建設・土木
戸建て、不動産　リフォーム工
事

会員になったばかりです。まだ、会員証をもらっていないので番号わから
ず、非会員にしています。建築関係の仕事に従事させて頂いております。
どうぞよろしくお願いいたします。

建設・土木

33 モリタ企画産業株式会社  建設・土木
建設業　産業廃棄物収集運搬
業　産業廃棄物処理業

建築工事全般をはじめ構造物解体工事・産業廃棄物収集運搬業及び産
業廃棄物処業を行っております。

製造、建設・土木、不動産

34 有限会社ＰＬＡＮＴＳ  医療・福祉
就労継続支援Ａ型事業所（軽
作業等の受託）

福祉サービス事業所として、企業様からのお仕事を当事業所施設内やお
客様指定の場所で行なっています。商品のセットアップ、部品の組み立て
など、人員補充やコスト削減に繋がる作業をしています。

製造、小売、ホテル・宿泊

35 ゴールデンクラブ  飲食
カニやエビ、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います。福岡
唯一のレストランです。

飲食

36 アイアイ社労士事務所 
専門コンサルタン
ト

会社の将来を支援する社労士
事務所です。

アなたに　イつも　アんぜんと安心を　イっしょう懸命お届けする、アイアイ
社労士事務所です。会社の将来のために、攻めの助成金、守りの就業規
則、成長発展のための人財採用を得意としています「問題解決社労士」
の今村裕明がご支援をいたします。2025年から日本の社会の仕組みが
大きく変わります。

製造、ＩＴ・情報通信、専門コン
サルタント

37 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。

不動産、医療・福祉、美理容・
ブライダル

38 合同法務事務所　オフィスナオ 
専門コンサルタン
ト

行政書士・海事代理士・社会
保険労務士業

【行政書士業務】急増中の外国人就労VISA手続き、陸運業、建設業、福
祉施設、公益法人（宗教・医療・NPO）、契約書や遺言、離婚、養子縁組
まで幅広くサポート【海事代理士業務】船舶登記、各種検査、旅客航路申
請等、細部にわたりサポート【社労士業務】一般事業者は勿論、外国人・
船員労務まで水陸両用でサポート！

建設・土木、運輸・倉庫・交通、
ホテル・宿泊

39 株式会社東京商工リサーチ  その他サービス
調査事業、情報事業、データ
ベース事業、出版事業

弊社は１８９２年創業の日本最古の信用調査会社です。現在全国８１カ所
の事業所を構え、信用調査などを通じて収集した全国の企業情報データ
ベースを提供いたします。営業・マーケティング強化及び効率化、与信管
理やリスクマネジメント、ガバナンスの強化などにご活用いただけます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

製造、建設・土木、卸売

40 株式会社ナイスコーポレーション 
専門コンサルタン
ト

省エネコンサル/太陽光設備・
空調・照明等工事メンテナンス
/補助金申請代行

お客様のエネルギー使用状況を分析し、最適なエネルギー使用方法をご
提案いたします。お客様のエネルギーコストのコンサルティングにより自
家消費型太陽光発電設備や高効率な空調・照明・ボイラーなどの省エネ
ルギー機器の提案・工事・メンテナンスを全て行っております。また設備
導入の補助金の申請も行います。

不動産、医療・福祉、運輸・倉
庫・交通

41 株式会社イズマサ福岡支店  卸売
電線・ケーブル及び周辺部材
販売会社

2025年に設立90周年を迎える電線・ケーブルの専業問屋になります。時
代の移り変わりと共に、電線・ケーブル以外の取扱商材の幅も広げなが
ら、各ユーザー（電設資材市販店・電気工事・設備工事・通信工事等々）
に対して各種部材を御提供させていただいております。

製造、建設・土木、運輸・倉庫・
交通

42 株式会社グローカル経営研究所 
専門コンサルタン
ト

経営コンサルティング(経営革
新等支援機関)

当社は経営革新等支援機関として、中小企業の経営戦略、事業計画の
策定や実行の支援、経済産業省を中心とする各種制度(補助金その他の
支援制度)も交えながらの事業サポートを行っています。経営革新計画や
企業の事業再構築等でも多数実績がございますので、取引先やクライア
ント様の課題解決等の際にはご相談ください。

製造、金融・保険、専門コンサ
ルタント

43 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

システムの開発、HP制作/デザインなどお困りのことがございましたらお
気軽にご相談ください。小ロット印刷やポスター、オフィスに関連するも
の、求人広告など幅広くご対応致します。

製造、小売、ＩＴ・情報通信

44 株式会社KiT  飲食
デリバリー飲食、ゴルフ練習
場

運輸・倉庫・交通、飲食、その
他サービス

45 IAC GROUP  不動産 賃貸不動産仲介 福岡市内で賃貸不動産の仲介をさせて頂いております。 不動産、飲食、その他サービス

46 株式会社佳澤  その他サービス
医療ツーリズム、卸販売、貿
易、海外事業コンサル

弊社は中国に幅広く人脈を持っていて、中国に関わるいろんな事業を展
開しています。中国に興味ある会社様は是非お気軽にご連絡ください。

卸売、ホテル・宿泊、専門コン
サルタント
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47
株式会社キャリアプログラム  創造社
リカレントスクール福岡校 

保育・教育
公共職業訓練校(ホームペー
ジ制作者・プログラマなどを育
成)

離職者の方を対象に就職に役立つ知識やスキルを無料で習得できる公
的な制度であるハロートレーニング(公的職業訓練)を実施しております。
講座は、Webデザイン・グラフィックデザイン・動画編集・Javaプログラミン
グ等を展開しております。講座の指導に興味のある方・受講生を採用い
ただける企業様を探しております

ＩＴ・情報通信、その他サービス

48 テクノブレイブ株式会社  ＩＴ・情報通信 ITトータルソリューション
⻑年培ってきた高度なIT技術力、xRなど先端技術を活かし、システムの
コンサルティング、設計、構築、導⼊に至るまでワンストップソリューション
を提供しております。

その他サービス

49 ヨシミ工産株式会社  製造 総合印刷 製造、小売、ＩＴ・情報通信

50 合同会社リアクトリンク  その他サービス
イベント運営・事務局代行、機
材レンタル、システム制作

イベント（医学会・研究会・展示会・企業セミナーなど）を開催する際、本来
の業務がある中での事前準備の対応は難しいのが現状です。当社では
事務局代行業務を行っており事前の準備から当日の運営までお客様の
ニーズに合わせたサポートをいたします。

医療・福祉、ホテル・宿泊、そ
の他サービス

51 岡部竜郎税理士事務所 
専門コンサルタン
ト

税理士事務所
金融・保険、専門コンサルタン
ト

52 Yamegrapher〜平島写真事務所〜  その他サービス カメラマン ホテル・宿泊

53 TECHVIFY JAPAN 株式会社  ＩＴ・情報通信
福岡にオフィスを持ち、ベトナ
ムのハノイに開発拠点を構え
るソフトウェア開発会社です

主な事業内容はオフショア開発サービス　（受託・ラボ）、モバイルアプリ
開発、Webアプリ開発、SES (Java、PHP、Python、.NET系、Objective-C、
C、C++、Kotlin、Swift など)、クラウドサービス、IoT、人工知能、ブロック
チェーンのサービスを提供しております。

ＩＴ・情報通信

54 えんまん行政書士オフィス 
専門コンサルタン
ト

中小企業採用定着支援・補助
金支援

福岡県の中小企業の採用定着の悩みに特化。採用定着士と行政書士に
よる「利益を上げるための採用定着支援」を行っています。もう無駄な求
人や求人広告費用を出さないために、時代に合った考え方やノウハウを
Twitterや電子書籍で広めています。

製造、医療・福祉、運輸・倉庫・
交通

55 協同組合　企業交流センター  その他サービス
外国人人材（技能実習生、特
定技能）のご紹介及びサポー
ト

当組合の技能実習及び特定技能は企業様からの高いリピート率（継続）
の評価を得、又コンプライアンス活動の徹底で高い信頼も得、並びに特
定技能や技能実習制度における新職種への積極的に取り組む活動を展
開しております。

製造、建設・土木、医療・福祉

56 株式会社LARKS  建設・土木
広告サイン事業部、スポーツ
事業部、食品事業部、EC事業
部、店舗事業部

広告サイン（看板）業、スポーツショップ、食品製造販売業（阿蘇あか
牛）、通信販売業、店舗事業の５つの事業を展開させて頂いております。

建設・土木、卸売、小売

57 学情  その他サービス 就職情報サービス
20代若手人材の採用サービスに特化した会社です。Ｒｅ就活という20代
若手求職者向けサイトではナンバーワンです。

卸売、小売、ＩＴ・情報通信

58 古賀浩司法書士事務所  その他サービス 司法書士業務
法務局退職後、司法書士を開業しております。不動産登記を中心に、商
業登記、遺言などを手掛けております。よろしくお願いいたします。

金融・保険、不動産、その他
サービス


