◆学校と企業との就職情報交流会（4月21日） 参加企業一覧
企業NO

※4月14日現在 詳細版は当日配布いたします。

企業名（５０⾳順）

住所

事業内容

URL

従業員数

ＰＲ

(名）

私たちアスミオ．株式会社は福岡の建設業界で注⽬企業として躍進中の企業です。公共事業（⼟⽊⼯事）をはじめ、建築⼯事ではマン

1

アスミオ．株式会社

福岡市西区羽根戸159-4

http://www.asumio.jp/

総合建設業

170

ションや商業施設、学校、寺社建築物など「社会を⽀え、⼈々の暮らしを⽀えるものづくり」にまい進しています。

⿇⽣セメントは、明治初期より事業展開を続ける⿇⽣グループの⼀員で80年前に福岡県⽥川市でセメント製造を、50年前に臨海型の苅⽥
⼯場でセメント輸送を開始しました。両⼯場間で運転状況を相互管理し異なる⽴地条件を活かした⽣産体制を構築しています。

2

⿇⽣セメント株式会社

福岡市早良区百道浜2-4-27

3

株式会社アドコムソフト

福岡市博多区祗園町2-8リアン祇園ビル9階

AIビル11階

http://www.aso-cement.jp/

http://www.adcomsoft.jp/

セメント及びセメント関連商品

2001年にはフランスのラファージュ社(現ラファージュホルシム社)と資本提携を⾏い、優れた経営⼿法・⽣産システムを導⼊していま

の⽣産と販売

193

システム開発

15

す。

アフラックはがん保険・医療保険 契約件数NO.1
平成28年度「インシュアランス生命保険統計号」

4

アフラック

5

株式会社

福岡市博多区住吉１－２－２５キャナルシティ１０階

アルシスホーム

http://www.aflac.co.jp/

生命保険

建設・不動産

福岡市博多区博多駅前3丁目14-10

4500

35

2003年設⽴のアルテクスは、⾃動⾞や輸送機、半導体、液晶、医療、⾷品、プラント関連など国内外を問わず各分野の⼤⼿メーカーの
パートナーとして、受託開発事業やコンサルティング事業を中⼼に事業を展開しています。電⼦・電気機器のハード・ソフト設計や各種

6

株式会社アルテクス

福岡市早良区百道浜2-1-22

7

株式会社アルミネ

長門市三隅下

8

イズミ・フード・サービス株式会社

福岡SRPセンタービル7F

広島市西区商工センター２－３－１

http://www.altecs.com/

受設計開発及び⼈材サービス

235 機械・装置設計を中⼼に実績を積み重ね、現在は広範囲の技術領域をカバー。ISO取得⽀援など業務⽀援サービスを含めて総合的なサー
ビスを提供して

http://www.almine.co.jp

非鉄金属・同合金圧延業

130

https://www.izumi.co.jp/food 飲食業

当社は㈱イズミのグループ会社で、ゆめタウン、ゆめマート内で「サーティワンアイスクリーム」「ミスタードーナツ」「大阪王将」
「たこ一番」「お好み一番地」「パスタトピザ」（イタリアンレストラン）など数多くの飲食店を運営しています。モットーは「笑顔
1506名・166 いっぱい、元気一番です！」夢を持ち、夢を追いかけ、夢を実現する。イズミ・フード・サービスで人生を楽しみましょう。

㈱東芝メディカルサービスの医療器械を主に保守点検する会社で現在のところ営業範囲は九州全域と山口で行っておりますが、㈱東芝
メディカルサービスより中四国にも拠点を作って欲しいとの要望があり、将来性のある会社です、

9

株式会社 ＩＢＵＫＩ

大野城市大池1-5-29

http://ibuki-transport.com

医療機器の保守・点検業務

13

私たちは、公共⼯事をおこなう前段階の企画・調査・設計を担う業界です。道路、橋、トンネル、公園、上下⽔道、⼤学整備など・・・

10

株式会社ウエスコ

九州⽀社

福岡市博多区博多駅南2-4-11

http://www.wesco.co.jp

総合建設コンサルタント（公共
インフラ整備の調査・設計）

お客様は官公庁です。あらゆる社会インフラ整備に⽋かせない⼤切な仕事をしています。
557 航空測量、航空レーザー計測をはじめとする三次元CIMにも積極的に取り組んでおり、新鋭機材の導⼊も進めております。また環境部⾨
では国⼟交通省九州整備局⻑表彰を賜るなど⾼い評価をいただいております。
当社は実地棚卸サービスのフロンティア企業です。現在スーパーマーケット、コンビニエンスストア、書店、ホームセンターなどの知名

11

エイジス九州株式会社

実地棚卸サービス、リテイルサ

福岡市博多区金の隈2-24-10

ポートサービス

70

度の⾼い全国規模の企業から地域のお店まで数多くのお客様から評価され、国内シェアは77％を誇っています。

各種受託ソフト開発、パッケージソフトの開発・販売、ネットワーク設計・システムインフラ構築を主な事業としております。

12

株式会社エイプルジャパン

港区芝

2-31-19Ｂ・Ｚビル

https://www.apl.co.jp/

ソフトウェア受託開発、パッ
ケージ開発

東京に本社があり東京事業所、福岡事業所を拠点に仕事を展開しております。
130 受託開発が中⼼であり、客先に社員を派遣するＳＥＳ契約などは、特別な条件を除き実施しておらません。社内で⾃前の社員教育を実施
し社員育成に取り組んでおります。

1973年に設⽴されたＳＥＴソフトウェアは、ＩＴ業界における⽼舗企業です。

13

ＳＥＴソフトウェア株式会社

九州システム本部 福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル8F

http://www.setsw.co.jp/

システム開発、ビジネスソ
リューションサービス

電話交換機に関するソフトウェアから事業をスタートさせ、ＩＴの黎明期を⽇本を代表するコンピュータメーカーと共に歩んできまし
309 た。
その後も、みなさんもよくご存知の通信キャリアやメーカーをはじめ、通信、制御、⽣産管理などのシステムを開発するとともに、クラ
ウド系パッケージソフトのカスタマイズなど幅広い仕事を任せて頂いています。
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官公庁(省庁)様向け構築・開発業務

14

株式会社エディタス

福岡市中央区渡辺通１－９－２

15

株式会社

福岡市博多区金の隈2-20-61

16

株式会社エルテックス・ヨシダ

福岡市早良区西新2-1-30

株式会社オートシステム

福岡市西区拾六町２丁目２－２８

エル三和

セントラルハイツ４０２号 http://www.edytous.jp/

・インフラの構築(サーバ・ネットワーク・データベース等)

情報処理サービス業

10

⼩売業（精⾁加⼯販売）

50

変電所建設業

65 ます。500ｋVクラスの変電所施⼯が可能な企業は九州においても数少なく、施⼯実績は業界トップクラスを誇っています。電⼒インフラ

・業務システムの開発

1946年創業、今年で71周年。福岡市⻄新に本社がある会社です地元密着企業です。九州電⼒株式会社の変電所の建設⼯事を専業としてい

17

http://yeltex.co.jp

建設で社会に貢献していることを誇りを持っている会社です。

http://www.auto-system.co.jp 製造業

43

弊社は今年、創業10周年を迎えます。
創業以来「精良で安価なLED照明を提案し社会に貢献する」という企業精神と「時代の要求に迅速に対応する企業を⽬指す」という経営

18

株式会社オーパーツ

福岡市博多区博多駅南3-2-3

https://o-p.vc

LED照明器具製造、販売

23

指針を果敢に遂⾏し事業を拡⼤してまいりました。
今までは即戦⼒として経験者の中途採⽤で組織を固めてきましたが、今後の急成⻑を⾒据え、今回新卒採⽤に踏み切ることにしました。
今回採⽤する学⽣達が新卒⼀期⽣。総合職・幹部候補⽣としての採⽤です！

19

株式会社OMOTO

福岡市博多区博多駅前2-19-29 博多相互ビル5F

http://omoto-holdings.com/

ＩＴ系システム＆アプリケー
ション開発

当社は、1958年（昭和60年）、縫製会社として創業した企業であり、フレコンの縫製加工しておりましたが、平成19年より自動車の縫製と部品の組
み立てを行い、現在では国内主要４メーカーの内装部品を製造しています。
平成28年よりＩＴ部門を新たに立上げ、ＩＴ業種としても製造業、運輸業、（電気・ガス・水道）業、金融業その他各業種に対してのシステム・アプリケー
80 ション開発請負をはじめ、比較的順調に受注が伸

当社は1919年の創業以来、⼈々の⽣活に必要不可⽋な電気というインフラを担ってきました。送電線建設業は特殊な仕事です。しかし特

20

岳南建設株式会社福岡⽀店

福岡市中央区渡辺通3-6-15NMF天神南ビル3階

http://www.gakunan.co.jp/

建設業

205

殊だからこそ社員が⼀致団結し、安全管理に⼿を抜かず、⾼い技術⼒と専⾨知識で信頼を築き上げ、2019年には創業100周年を迎えま
す。⼊社後、約1ヶ⽉間は当社研修センターにて丁寧な研修を⾏います。必要に応じて資格取得も⾏ってもらいますので、スキルアップ
も望めます。

21

キーウェア九州株式会社

歴史あるキーウェアグループの⼀員であるため、充実したさまざまな研修制度やチャレンジ精神を育成する⼈事制度があり、安⼼して仕

情報システムに関する各種ソ
福岡市博多区博多駅東３－１３－２１

エフビル

http://www.keyware.co.jp/kyusyu/ リューションサービスを提供し

49

ています。

事に取り組んでもらえます。

また、ＩＳＭＳ、ＱＭＳ、ＥＭＳなどのＩＳＯ資格も取得しておりプロジェクトの遂⾏⽅法にノウハウが

凝縮されています。我々と⼀緒に九州から新しいＩＴを発信して⾏くチャレンジ精神溢れる⼈材を募集しています。
キシヤは創業107年⽬を迎える九州屈指の総合医療機器商社です。
⽇々進歩し続ける最新医療機器を病院・クリニック等の医療機関に提案・販売するのが主要事業です。

22

株式会社キシヤ

福岡市東区松島1-41-21

http://www.kishiya.co.jp

医療機器販売業

544 医療知識は⼊社後に学んでいただけますので、全く無くても⼤丈夫です。
⽂理・学部不問で募集しております。
<医師でなくても、看護師でなくても、命を⽀える仕事があります。それがキシヤの仕事です>
石油関連だけでなく、色々な分野を展開しております。
新事業展開のチャンスもあります！

23

24

25

株式会社 喜多村石油店

木下緑化建設株式会社

九州大日精化工業株式会社

福岡市博多区東比恵1-2-16

http://www.kitamura-oil.co.jp/ 小売り・卸業

福岡市南区長丘3丁目13-27

造園工事業/土木工事業/一般・産
http://www.kinoshitaryokuka.com/ 業廃棄物処理業（木くず）/指定
管理業務

合成樹脂着色剤、印刷インキ等
の販売

福岡市博多区西月隈1-15-50

120

弊社は樹木の生産から個人宅外構・大型マンション植栽・商業施設等の屋上壁面緑化の設計施工、また公園の運営管理まで緑に関わる
仕事を幅広く行っています。
47
東証一部上場である大日精化工業㈱の100％子会社で、九州を中心に販売エリアを持ち、大日精化ブランド及び九州大日精化ブランド
の製品等を販売しています。
28 色を扱っていることで、色々な業種に販売しているＢｔｏＢの企業で、業績も安定している地場企業です。

福岡で介護事業を主に運営しています。

26

株式膾炙グリーンケア

福岡市南区野間2-2-2

http://www.green-care.co.jp

介護事業・保育事業・教育事業

３８

今後、介護分野も含む、事業の多⾓化を
⽬指しています。
理念を『⼈の役に⽴ち、⼈に必要とされ、⼈に愛され、⼈を愛する企業であり続けます』
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当社は1994年創⽴の福岡を拠点とするソフトウェア開発会社です。

27

コアテクノロジー株式会社

福岡市博多区東光1-3-10福岡ホリヤビル2階

http://core-tec.co.jp/

ソフトウェア開発

25

主にシステム開発・POSレジシステム「ＥＴメニュー」・ホームページ制作の3つの事業を中⼼に事業展開しています。
"⼈⼝減少、⻑寿の時代は予防医学、健康産業です!平成元年、「健康に役⽴つ予防医学の提供と確⽴」を⽬指し、「地域社会の⼈々の健

28

㈱コスモプラス

福岡市博多区博多駅前3-18-27-1

http://cosmoplus.co.jp

栄養補助⾷品・⾃然⾷品・⾃然

康」をテーマにスタートした株式会社コスモプラス。いまや九州・広島を中⼼とするエリアで、業界のトップクラスの地位を築いていま

派化粧品など健康関連商品の卸

60 す。
「⼈材こそ最⼤の資産」。コスモプラスはこの考えのもと、みんなで会社を前進・発展させてきました。コスモプラスで、よりよい未来

及び直販。

を共に創っていきましょう。

29

株式会社サウスポイント

東京の芸能プロダクションを⺟体としたイベント制作会社として福岡に設⽴。ホテル宴会場で催されるパーティー、披露宴などの照明演

イベントの企画制作、ホテル特
福岡市博多区博多駅前2丁目17-23九勧清興ビル別館2階

http://www.southpoint.co.jp

殊設備の管理、運営、映像制作

33

等

30

株式会社サンケン・エンジニアリング

福岡市南区大楠2-13-7

舞台機構設備工事業：舞台機構
http://www.sanken-eng.co.jp 設備の施工（新築・改修・保
守）工程の管理等

出や⾳響効果をプロデュース、ディレクションする「プロダクションユニット」、⾏政や⺠間企業が主催するイベント演出、企画制作を
⾏う「コミュニケーションユニット」、映像制作を⾏う「ＶＰチーム」で構成されています。世界中の⼈々が幸福になるための幸せづく
りをモットーに取り組んでいます。

舞台設備という文化事業の一旦を担う事業で社会貢献を目指してまいりました。
演劇・コンサート等最高の演出が出来る舞台を支える「舞台装置」の専門メーカーであります。
85 全国のホールに納入実績があり、また、世界最高水準の技術を誇る海外企業との提携により、最先端の製品と技術を提供しており、新
設から改修及び保守作業を一貫して行っている国内有数の企業です。
世界よりおいしいものを輸入して日本全国の問屋さんやホテルさんに卸してもう23年を迎える会社です。社員の平均年齢は35歳と若く
元気いっぱいの会社です。みんな自分たちが大好きな会社になるよう、日々意欲満々で楽しく仕事をするよう心がけています。

31

株式会社サンワードアンドカンパニー

福岡市中央区長浜3-11-3 市場会館５F

32

有限会社しげまつ

福岡市早良区田村4丁目12-2

http://sunword.net

食材輸入卸

飲食業

１２

4

クラウドを活⽤した企業の業績向上や⽣産性向上のためのコンサルティングを⾏います。

33

株式会社システムフォレスト

福岡市博多区博多駅東1-13-9博多駅東113ビル2F

34

松影堂印刷株式会社

福岡市博多区吉塚5丁目13-40

http://www.systemforest.com/ システムインテグレーション

印刷業

25

15

今年創業60周年を迎える建設会社です。
⼾建、賃貸マンション、店舗や社寺仏閣と幅広い新築物件も⼿がけるほか、室内のリノベーションや外壁改修、ＬＥＤへの交換など多岐

35

株式会社

末永⼯務店

福岡市南区長丘５丁目21-20

http://www.suenaga-k.co.jp/ 建築⼀式⼯事

27 にわたり建築に携わっております。
また社内に⼀級建築⼠もおりますのでお客様への企画提案なども⾏っております。
社員同⼠も仲良く、とても働きやすい会社です。

36

株式会社スマイル企画

ビルメンテナンス業務、建物管
理、マンション管理業務

福岡市南区清水2-15-14

ビルメンテナンス業界において、弊社は若い会社ですが、案件毎に向き合ったオリジナルの提案で実績を重ね、お蔭様で今では多方面
からのお声かけを頂いております。常により良い環境を追及するため、”お客様の声を日本一集められる会社”というコンセプトを掲
12 げ、サービス品質向上とそのためのスタッフ教育により一層注力しております。この業界において、若さと機動力で新たな可能性に
チャレンジしていく弊社にご期待下さい。
⼤学や官公庁、企業の研究・開発部⾨や病院などをクライアントに持つ商社です。試薬・診断薬といった薬品から医療機器・理化学機器

37

正晃株式会社

福岡市東区松島3-34-33

http://www.seikonet.co.jp/

医療と研究分野の専⾨商社（薬
品・機器・システム）

などの機器、そして業務⽀援システムなどを提供しています。
500 研究室や検査室を丸ごとプロデュースすることが可能で、この分野では九州No.1のシェアを持っています。
今後は正晃グループをより⼤きく形成していき、グループ売上１０００億円をめざし成⻑している企業です。
福岡で⽣まれて30余年

38

セイハネットワーク株式会社

福岡市博多区店屋町1-35博多三井ビルディング2号館4F

http://www.seiha.com

総合教育ビジネス業

507

全国600教室

⽣徒数6万⼈！ショッピングモール、幼稚園・保育園において、⼦ども英会話教室「セイハ英語学

院」を中⼼に、英語版保育、ダンス・そろばん・カルチャー教室、学習塾、オンライン英会話を展開。本年度は、プログラミング教室の
⽴ち上げ、学校法⼈インターナショナル幼稚園の運営。商業施設における教育サービス部⾨での出店数と売上は業界1位。2020年には売
上100億を達成します。

39

㈱ダイキエンジニアリング

福岡市東区香椎駅前2-9-1香椎TARI.B'D 5F-2

人材サービス 自動車航空機船
舶の設計・開発

8分野26職種募集、様々なキャリアプランで安心成長。
自動車、船舶、航空機メーカーを中心に、鉄度王・プラント・IT業界など、100社を超える、国内を大行する大手メーカーとのビジネス
1156 パートナーシップを実現しています。
第一線で活躍してきたエンジニアを講師として迎え、優秀なエンジニアに育て上げる環境を整えていますので、文理問わず、ものづく
りに挑戦したい学生を応援しています。

◆学校と企業との就職情報交流会（4月21日） 参加企業一覧
企業NO

※4月14日現在 詳細版は当日配布いたします。

企業名（５０⾳順）

住所

事業内容

URL

従業員数

⼤興グループは⾃動⾞、産業機械関連の設計、CAE解析、⾃社製品の開発等のコンサルからビジネスサポート、⾃動⾞・産業機械・OA・

機械設計・製品設計、CAE解

40

⼤興グループ（㈱ダイコーテクノ、㈱ダイテック） 広島市中区宝町4-28大興ビル

http://www.daikonet.co.jp/

析、⽣産技術設計、電気制御設

ＰＲ

(名）

580

計、取扱説明書の企画作成

ITに関する技術マニュアル（取扱説明書/整備書/パーツカタログ）の企画・制作および製品安全のコンサルティング、⾔語（通訳・翻
訳）・知的財産サポートなど⽇本のモノづくりをトータルにサポートする総合エンジニアリング企業です。
全国のスーパー・ドラッグストアでの⾷⾁⼩売を⾏っております。

41

42

⼤三ミート産業

株式会社

株式会社タケノ

田川市伊加利1824

http://www.d3m.co.jp/

福岡市博多区博多駅南4-18-27

http://www.takeno.co.jp/

⾷⾁⼩売

及び加⼯品販売

飲食業

400

正社員及び幹部候補⽣を募集しています。
⼤三ミートグループで全国に180店を展開しています。

⼩売業に興味のある⽅ ぜひお願いします。
福岡地場から上場を目指しています。
九州の食材、商品の品質こだわり続け、自社養鶏場も経営しています。
85 週休2日制の導入など働く環境改善の改善も進めています。現在一般社員の公休取得率は95%です。
福岡にこだわり、地域展開しているため、引っ越しを伴う転勤もありません。
2016年に1⽉に新体制がスタートしました。その中で策定した、中・⻑期経営計画「SASUGA⽟屋プラン」のもと、銀⾏出⾝で経営企画

43

株式会社⽟屋

福岡市中央区春吉3丁目12番1号

http://www.tamaya.gr.jp.

遊技場の経営

500

に⻑けた⼭喜多社⻑、東芝出⾝で財務管理を⻑く担当してきた加持常務との⼆⼈三脚により、オーナー企業とは⼀線を画した経営戦略と
組織⼒で、新たな⽟屋像の具現化に注⼒し、“さすが⽟屋”と呼ばれる会社へ歩んでおります。
株式会社

44

株式会社

ＴＭＦ

福岡市東区松島６丁目１３－６

http://www.tmfactory.co.jp

ＴＭＦは、物流トータルマネージメントを⾏う会社です。製品の運搬から、組⽴据付⼯事や搬⼊・搬出・解体撤去、製品の保

管まで⼀貫した業務内容となっています。平成１８年の設⽴以来、着実に事業拡⼤を続け、平成２６年には関東⽀店を開設。平成２８年

搬⼊・設置業

40

卸売・小売業

デュプロは全国北海道から沖縄までグループ４４ヶ所の直営支店・海外にも広く専売会社があり、弊社は九州一円のエリアを負ってお
ります。
71 創業５７年の歴史を誇る安定したＩＴ関連システム機器の販売企業です。
近年の社員旅行はハワイ・アンコールワット・沖縄等の実績があり、今後も実施予定。
熊本の南阿蘇に約3,200坪の敷地と保養所あり。

１⽉には新たな物流拠点となる九州⽀店を福岡市東区に設置しました。同年１０⽉には、中部⽀店も開設しています。当社の新たな成⻑
のために、活躍を期待しています！

45

デュプロ株式会社

福岡市博多区博多駅南1-5-28

http://www.duplo-f.co.jp

創業２０年。北九州に本社を置き、福岡・⼤分に⼈材ビジネスを展開する⼈材派遣会社です。

46

47

トータルテック株式会社

トーマス株式会社

北九州市小倉北区東篠崎1-5-14

福岡市博多区博多駅南5-6-14

http://www.totaltec.co.jp/

⼈材派遣、業務請負

http://www.tomas-jp.com

駐車・駐輪機器の開発、製造、
管理、導入コンサルティング業
務

21

北部九州を中⼼とした企業・公共団体・学校法⼈など多くの皆様から信頼を得て、業績を伸ばしてきました。

自転車・バイク・車の総合駐車場システムメーカーです。
屋外式で遠隔操作機能付きの駐輪機を日本で初めて作った会社です。昨年できたＫＩＴＴＥ博多にも約1000台納入、自社管理していま
38 す。納入実績は約3万台以上になります。

創業112周年を迎える⻄⽇本トップクラスの建設専⾨⼯事会社として建築、⼟⽊、⼭留、リニューアル、解体、ＰＣ版製造・取付、メガ

48

中村⼯業株式会社

http://www.nakamura-k.com とび・⼟⼯⼯事業

福岡市中央区舞鶴3-2-6

209

ソーラー⼯事施⼯を福岡、熊本、⻑崎、⿅児島を拠点とし九州⼀円にて事業展開

福岡の中⼼、⼤名と天神で２軒のシティホテルを経営している、⻄鉄グループの会社です。

49

株式会社⻄鉄シティホテル

ホテル業

福岡市中央区大名2-6-60

320

「⻄鉄グランドホテル」昭和４４年に開業した、福岡屈指の⽼舗シティホテルです。
「ソラリア⻄鉄ホテル」⻄鉄天神ソラリア再開発計画の⽬⽟施設として平成元年に開業しました。
九州圏内において、総合リフォーム事業を

50

51

㈱ニッシンホームテック

ニッポンレンタカー九州株式会社

福岡市博多区東光寺町2-7-32

福岡市博多区空港前3-1-21

http://www.n-h-t.co.jp

http://www.nipponrentacar.co.jp/kyusyu/

総合リフォーム事業

レンタカー＆カーリース業

80

展開している企業です。
「お客様満⾜度ナンバーワン」を⽬指しています。

九州管内（沖縄除く）の主な私鉄バスの参加を得て、九州の主要都市及び空港等に５８ヶ所の営業所を持つ、九州最大のネット規模を完備した新し
いレンタカー事業で、存在にふさわしい営業体制で躍進しています。
413 さらには、お客様のニーズに合わせた新店舗展開を積極的に展開しています。
近年では増加するインバウンドのお客様利用を推進しています。
私達は建物改修⼯事専⾨の会社です。
『建物の｢美｣と｢健康｣を追求する。』をモットーに、事務所ビル・スタジアム・⼤型商業施設など、皆さんご存じのその地域のランド

52

⽇本ビルケア株式会社

福岡市博多区神屋町４-５

KS神屋町ビル６階

http://www.n-builcare.jp

建設業（建物外壁 改修⼯事・調
査・診断・⻑期修繕計画 他）

16

マーク（⽬印）となっている建物や、メタルやガラスのカーテンウォール等の特殊な建物の改修⼯事を⾏っています。
私たちの仕事は、建物を「診る」だけではなく、そこに関わる⼈たちの気持ちに寄り添い、その建物を⻑く美しく保つことだと考えてい
ます。

53

博多港ふ頭株式会社

福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目2番2号

http://www.hakatako-futo.co.jp

博多港の港湾施設の整備、管
理・運営、港湾振興など

元気な福岡の物流経済を支えている博多港は、訪日クルーズ船の寄港回数、旅客乗降人数共に国内1位、コンテナ取扱量は国内6位で、
九州における人流・物流の中心です。
当社はその博多港で、コンテナターミナル事業の他、指定管理者として物流施設、倉庫、管理棟、ポートタワー、旅客施設等の維持・
68 補修など幅広い事業を行っています。
私たちと一緒に福岡、九州の物流経済を支える港湾プロフェッショナルを目指しましょう。

◆学校と企業との就職情報交流会（4月21日） 参加企業一覧
企業NO

54

※4月14日現在 詳細版は当日配布いたします。

企業名（５０⾳順）

⽇⽐⾕総合設備

株式会社

住所

九州⽀店

福岡市博多区博多駅東２－５－１

アーバンネット博多ビル

事業内容

URL

８Ｆ http://www.hibiya-eng.co.jp/

設備⼯事業

従業員数

699

⾼い技術⼒！社会貢献⼒！安定した経営⼒！

仮設資材・橋梁のリース及び販

55

ヒロセ株式会社

江東区東陽4丁目1-13東陽セントラルビル

http://www.hirose-net.com/

ＰＲ

(名）

売、仮設⼯事施⼯、補強⼟⼯法

761

の販売及び提案

この3つが弊社の強みです。建築・⼟⽊の仮設⼯事、復興⽀援・災害復旧の⾯で⼤きな⼒を発揮する仮設橋梁、強固で垂直な壁を造成す
る補強⼟事業の専⾨会社です。確かな技術と実績でこれからも建設の基礎、社会インフラ整備に役⽴っていきます。
⼤⼿コンビニエンスストア向けの専⽤⼯場で、おにぎり・お弁当・お寿司・パスタの製造を⾏っている会社です。⼥性社⻑らしいきめ細

56

ファウンテン・デリ株式会社

⾷品製造

古賀市鹿部335-27

40

かい配慮の中、厳しさの中にも⾃由な社⾵があるのが弊社の魅⼒です。

コマツ製フォークリフトの販売をメインに、その整備・法定点検・修理を⾏い、物流機器の販売も⾏っています。

57

福岡⼩松フォークリフト株式会社

福岡市東区馬出3-3-1

http://www.f-kl.jp

58

福岡センコー運輸株式会社

福岡市東区箱崎ふ頭5-1-40

http://t-oie@sknet.senko.co.jp 貨物運送⾃動⾞

フォークリフト販売、整備

107

120

向⽇葵グループは、訪問サービス・就労系サービス・放課後等デイサービス・相談⽀援・共同⽣活援助（グループホーム＆ショートステ

59

株式会社

まきもと

イ）を⾏っています。
25 「たくさんのありがとうをあつめよう」を理念とし

福祉・介護

福岡市東区箱崎6-11-9

思いやりと感謝を実践する会社です。

60

61

株式会社百田工務店

福岡市東区多の津1-4-5

株式会社山田工務店

福岡市博多区対馬小路１０番２２号

http://www.momota.co.jp

お客様が暮らしやすく満足できる家づくりはもちろんですが、当社が一番大切にしているものは、「お客様への感謝の心」です。住宅
購入後の数十年に渡る「お客様との絆づくり」を何よりも大切に考え、よりご満足いただけるサービスをご提供し続けられるよう努め
26 ています。

総合建設業

http://www.yamada-corp.net/ 建設業

・

不動産業

建築を通して、会社と地域にワクワクを創出する会社です！
○ 創業 昭和５年の老舗建設会社です。
○ 複数の賃貸ビルを所有・管理する、自立型の建設会社です。ただ待つだけの古い体質の建設業者ではなく、今後も様々な提案・発信
11 をしていき、幅広い社会貢献を目指します。
○ 建設業、不動産業など各分野のスペシャリストがおり、いくらでも学べる環境があります。

九州⽀店を開設し４０年を経過しています。

62

63

ユニバース情報システム株式会社

九州⽀店 福岡市博多区博多駅前１－１５－２０

吉川工業株式会社

北九州市八幡東区尾倉2丁目1-2

ソフトウェアの開発

http://www.ykc.co.jp

製造業（鉄鋼・電子機器ほか）

180

今後も福岡を中⼼に開発作業を⾏っていきます。

【鉄鋼発、BtoB経由 全世界行。】
1920年、官営八幡製鉄所（現新日鉄住金㈱）の協力企業として設立。その後、約100年に渡り工業大国ニッポンを支え続け、現在では
1450 鉄づくりで培った技術と知識を様々な分野で応用し、エレクトロニクス・RFID・エンジニアリング・表面処理など鉄鋼事業を主力とす
る総合メーカーとして国内外さまざまな企業から高く評価を得ています。
テレビを中⼼とした映像制作会社です。信頼とハイクオリティを保っているため、九州⺠放各局や九州管内のＮＨＫなどを顧客に持ちま

64

65

株式会社ラップ

株式会社ルックルック

中央区清川1-14-13博多屋ビル302

福岡市博多区博多駅東2-17-5 ARKﾋﾞﾙ5階

http://lapfukuoka.co.jp

https://www.looklook.co.jp/

テレビ番組を中⼼とした映像制
作

健康食品の通信販売

22

す。純利益は3期続けて倍増している成⻑⼒のある企業です。

「まっすぐ見つめて、本物発見。」をスローガンに、お客様に本当に良いものだけをお届けする健康食品の通信販売会社です。通信販売だからこそ
出来るお客様との直接の繋がりを通して、お客様の健康を応援しサポートしたい。そしてお客様を笑顔にしたい。そんな思いで、共に働く仲間と熱く
7 楽しく日々努力しています。
社内には、お客様応対・販売促進の企画・デザイン制作・顧客分析等、多種多様な仕事があり、社員それぞれが得意分野を生かして活躍していま
す。
『和紙』の販売で事業を興して１２７年。紙、⽂具、事務機の商社として学校や官公庁、企業向けに販路を拡⼤し、専⾨商社としての歴

66

株式会社レイメイ藤井

福岡市博多区古門戸町５－１５

http://www.raymay.co.jp/

紙、⽂具、事務機の製造販売

454

史を歩み続けています。紙、⽂具、事務機器とソリューションのお問い合わせは様々。「⽼舗は変化を恐れない」歴史と伝統を⼤切にし
つつ、時代に合わせた変化ができる柔軟性が、１００年以上続いた当社の特徴です。
創業は福岡、⾷の産業化を⼼がけ、飲⾷業界では初めて株式上場を果たしました。ロイヤルホストを中⼼にマルチブランドを展開し、機

67

ロイヤルホールディングス株式会社

福岡市博多区那珂3－28－5

http://www.royal-holdings.co.jp/

外⾷、機内⾷、コントラクト、
ホテル

2536

内⾷事業やコントラクト事業などを⾏っています。
リッチモンドホテルの経営も⾏っており、増加し続ける訪⽇観光客の追い⾵もあり、業績は伸び続けています。
単なる外⾷だけではなく、⾷を通じたホスピタリティ事業を複数展開しており、活躍のフィールドが多彩であることが特徴です。

◆学校と企業との就職情報交流会（4月21日） 参加企業一覧
企業NO
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企業名（５０⾳順）

※4月14日現在 詳細版は当日配布いたします。
住所

URL

株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ 福岡市博多区博多駅前３－６－１２ オヌキ博多駅前ビル http://www.ycomps.co.jp

事業内容

ホームページ制作業

従業員数
(名）

ＰＲ

地場企業向けのウェブ販促支援をおこなって居ます。本年で創業２０年。将来の事業継続のため、新卒採用により事業の持続的成長を
図ると同時に、ウェブクリエーターを育成していきます。
2 どうか、よろしくお願い申し上げます。

