
       

 

 

 

 

 

 

 報道関係者 各位 

 

 

「ふくい合同就職面接会 ～応援します！あなたの未来～ 」の 

開催について 
 
 

 福井労働局管内の新規学卒者の雇用環境は、景気回復の流れを受け、企業の採用意欲は高

く求人が年々増加傾向にあり、企業における人手不足は深刻な課題となっている。 

 このような状況の中、学生の大手企業志向や県外流出などにより、県内企業の採用活動の

長期化が懸念される。一方、新規大学等卒業予定者の就職活動においては、就職活動時期が

早まりつつある中、その流れに乗りきれない学生も存在しており、その者たちの就職支援が

重要となっている。 

 このため、平成 31 年３月新規大学等卒業予定者の就職応募機会と、県内企業における若年

労働力の確保のため、新規大学等卒業予定者と求人企業が一堂に会し面接を行う「ふくい合

同就職面接会 ～応援します！あなたの未来～」を開催し、就職・採用活動を支援する。 

 

記 

 

 １ 開催日時  平成 30 年６月 10 日（日） 11 時 00 分～ 

         〔第１部〕11 時 00 分～14 時 00 分 

         〔第２部〕15 時 00 分～18 時 00 分 

 

 ２ 開催場所  〔メイン会場〕福井県産業会館２号館 

福井市下六条町 103 

         〔サブ会場〕 福井県生活学習館（ユー・アイふくい） 

                 福井市下六条町 14-1 

 

 ３ 参加企業  県内企業 180 社予定 

          第１部・第２部それぞれ 90 社（企業が入れ替わります） 

 

 ４ 参加対象者 ・平成 31 年３月大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校 

卒業予定者  

         ・大学等卒業後３年以内の者 

  

５ 開催内容  参加企業による求人説明・面接選考 他 

         

 ６ 主  催    福井労働局、県内ハローワーク 

福 井 労 働 局 発 表 

平 成 30 年 ４ 月 27 日 

【照会先】 

福井労働局職業安定部職業安定課 

課 長      宮川 慶彦 

課長補佐    冨田 道治 

職業紹介係長  吉田華津子 

    電話 0776-26-8609（内線 5202） 

福井労働局 
厚生労働省 



・・・応援します！あなたの未来・・・

●第1部（前半） 11:00～14:00
●第2部（後半） 15:00～18:00
〔受付開始：10:00～〕

●平成31年3月新規大学等卒業予定者・大学等3年以内既卒者の方対象●

就活応援!!各種
スタイルアップ
講座開催予定!!

介護・福祉関係の
面接会は6月9日(土)
開催予定!!

≪当日の内容≫
・企業との個別面接
・職業相談等コーナー
・各種情報コーナー

など

【主催】福井労働局、ハローワーク
【お問い合わせ】福井労働局 職業安定課 ☎0776-26-8609

※詳細については、福井労働局ＨＰをご覧ください

参加費
無料!!

事前申込
不要!!

※東京・名古屋・関西地域から無料の直行バスを運行します。
またバスに乗れない遠方の地域の方には、交通費を助成します。
〔お問合せ先〕福井県若者・定住支援課 TEL 0776-20-0387

参加企業数
（180社程度）

1部（約90社）
2部（約90社）
★参加企業が
入替わります

（参加企業は裏面を
ご覧ください）

（福井市下六条町14-1）

（「ユー・アイふくい」隣り）



≪第1部≫ ≪第2部≫
事業所名 所在地 事業所名 所在地

1 株式会社　アイビス高島 鯖江市 1 アーク引越センター北陸(株) 金沢市

2 ＡＯＩグループ（ＡＯＩホールディングス　株式会社） 福井市 2 (株)アイゼン 鯖江市

3 医療法人社団　茜会 坂井市丸岡町 3 暁産業　株式会社 福井市

4 株式会社　秋吉グループ本部 福井市 4 株式会社　アコス 福井市

5 株式会社　アクティブパートナー（ゴルフパートナー） 坂井市春江町 5 株式会社　旭ワーク　ソフト開発部 福井市

6 株式会社　アサヒオプティカル 鯖江市 6 株式会社　芦見屋（新鮮館） 大野市

7 石黒建設　株式会社 福井市 7 株式会社　アスピカ 福井市

8 株式会社　出雲記念館 福井市 8 アップル流通　株式会社 坂井市丸岡町

9 伊藤電機設備　株式会社 福井市 9 あわら温泉　清風荘 あわら市

10 井上商事　株式会社 福井市 10 あわら温泉　政竜閣 あわら市

11 株式会社　内田材木店 福井市 11 ウラセ　グループ（ウラセ株式会社、株式会社マルサンアイ） 鯖江市

12 株式会社　エイコー技術コンサルタント 敦賀市 12 越前海鮮倶楽部（(有)タキダエンタープライズ） 坂井市三国町

13 永和住宅　株式会社 福井市 13 江守エンジニアリング(株) 福井市

14 株式会社　エツミ光学 大野市 14 江守商事　株式会社 福井市

15 エネックス　株式会社 福井市 15 越前市内のａｕショップ　（株式会社　シーネット） 越前市

16 近江化工　株式会社　福井工場 越前市 16 オカモト鐵工　株式会社 福井市

17 株式会社　オーカワパン 坂井市丸岡町 17 小浜海産物　株式会社 小浜市

18 株式会社　大西商事 福井市 18 (株)かじ惣 大野市

19 OKUTAKEGROUP 奥武建設工業㈱・㈱高洋建設・㈱オクタケ 福井市 19 社会福祉法人　かすみが丘学園 坂井市丸岡町

20 (株)オザキスポーツ 福井市 20 片岡経営会計事務所 福井市

21 ONODANIグループ（小野谷機工、北陸リトレッド） 越前市 21 カワイ　株式会社（ドコモショップ） 越前市

22 (株)カーネーション 福井市 22 技建工業　株式会社 福井市

23 カネタ　株式会社 福井市 23 株式会社　キミコン 鯖江市

24 株式会社　鎌仁商店 越前市 24 株式会社　キャンピオ辻万 福井市

25 川口電気　株式会社 敦賀市 25 クールエステティック 福井市

26 川﨑物流(株) 坂井市春江町 26 株式会社　黒川クリーニング社 坂井市春江町

27 北川瀝青工業(株)福井支店 福井市 27 光生アルミニューム工業 福井市

28 キョーセー　株式会社 越前市 28 高速炉技術サービス　株式会社 敦賀市

29 清川メッキ工業(株) 福井市 29 小松ウォール福井販売　株式会社 福井市

30 銀扇福井　株式会社 福井市 30 (株)五目亭 福井市

31 株式会社　グランディア芳泉 あわら市 31 小山商事株式会社（auショップ、ＵＱスポット） 福井市

32 株式会社　グリーンシェルター 坂井市丸岡町 32 サカイオーベックス　グループ 福井市

33 社会福祉法人　敬仁会 敦賀市 33 株式会社　桜川ポンプ製作所　福井事業所 坂井市三国町

34 株式会社　Ｋ２アドバンスト 勝山市 34 株式会社　鯖江工業所 鯖江市

35 ＫＢセーレン　株式会社 鯖江市 35 株式会社　シー・シー・ユー 坂井市丸岡町

36 医療法人　健康会 福井市 36 株式会社　Ｇ－７・オート・サービス（オートバックス） 神戸市

37 株式会社　コバード 坂井市春江町 37 芝政観光開発　株式会社（芝政ワールド） 坂井市三国町

38 サカセ化学工業　株式会社 福井市 38 西武福井店 福井市

39 株式会社　佐々木合成 越前市 39 関組グループ（(株)関組・Chell Living(株)） 越前市

40 株式会社　サンキュー（１００満ボルト） 福井市 40 センコー(株)北陸支店福井営業所 福井市

41 株式会社　塩浜工業 敦賀市 41 大電産業　株式会社 福井市

42 柴田商事　株式会社 福井市 42 株式会社　高岡 福井市

43 ジビル調査設計（株） 福井市 43 高野組グループ 越前市

44 (株)シャトル 越前市 44 株式会社　タキナミ 福井市

45 ジャパンポリマーク(株) 福井市 45 株式会社　ＴＡＳ 敦賀市

46 税理士法人　日本綜研 福井市 46 株式会社　タナックス 福井市

47 セーレン　株式会社 福井市 47 中央測量設計　株式会社 福井市

48 セキサンピーシー　株式会社 福井市 48 (株)ＴＳＵＫＩＷＡ　女性専用フィットネスクラブ　カーブス 福井市

49 大南建設工業(株)＆やすらぎの家設計工房 大野市 49 土牧電機　株式会社 福井市

50 (株)武笠　木造りの家 若狭町 50 敦賀電機工業　株式会社（ドコモショップ敦賀店・小浜店） 敦賀市

51 株式会社　武生製麺 越前市 51 テキサスハンズ 福井市

52 武生特殊鋼材　株式会社 越前市 52 株式会社　寺本鉄工 福井市

53 データシステム　株式会社 坂井市丸岡町 53 東工シャッター　株式会社 鯖江市

54 (株)ながすぎ 鯖江市 54 東洋染工　株式会社 福井市

55 日光モーターグループ　株式会社　日光モーター 敦賀市 55 株式会社　時岡組 大飯郡おおい町

56 新田塚医療福祉センター　福井総合病院 福井市 56 株式会社　ＴＯＰ Takefu Original Production 越前市

57 日本システムバンク　株式会社 福井市 57 ナカテック グループ 坂井市春江町

58 日本ミール　株式会社 福井市 58 株式会社　ナカニシビジョン 福井市

59 濃飛西濃運輸(株) 岐阜県関市 59 西田建設　株式会社 福井市

60 ハート光学　株式会社 福井市 60 日光産業　株式会社 福井市

61 (有)ハーヴェスト（進学塾　ダーウィン・マザーズ） 福井市 61 (株)日新メンテナンス　敦賀事業所 敦賀市

62 社会福祉法人　ハスの実の家 あわら市 62 日東シンコー　株式会社 坂井市丸岡町

63 八田経編　株式会社 鯖江市 63 株式会社　ニットク 勝山市

64 フォワードシステム(株) 福井市 64 (株)日本オカダエンタープライズ 福井市

65 福井キヤノンマテリアル株式会社 福井市 65 株式会社　野田電機 敦賀市

66 福井県民生活協同組合 福井市 66 花山工業　株式会社 福井市

67 福井スズキ自動車販売　株式会社 福井市 67 パワーシステム　株式会社 福井市

68 福井精米(株) 福井市 68 平田グループ 福井市

69 福井倉庫　株式会社 福井市 69 ファーストウッド　株式会社 福井市

70 福井日産自動車　株式会社 福井市 70 (株)福井イエローハット 鯖江市

71 福井パレスホテルグループ 福井市 71 福井貨物自動車　株式会社 福井市

72 福井鋲螺　株式会社 あわら市 72 福井ゼロックス 福井市

73 福井めがね工業　株式会社 鯖江市 73 福井トヨペット　株式会社 福井市

74 福井山田化学工業　株式会社 坂井市三国町 74 フクイボウ　株式会社 福井市

75 株式会社　富士屋 鯖江市 75 福井三菱自動車販売(株) 福井市

76 株式会社　ＰＬＡＮＴ 坂井市坂井町 76 福井旅行　株式会社 福井市

77 (株)宝石時計の武内・TAKEUCHIブライダル 福井市 77 株式会社　フクオカラシ 鯖江市

78 株式会社　ホーコーズ 福井市 78 株式会社　福邦銀行 福井市

79 (株)ホームセンターみつわ 福井市 79 株式会社　HOPE 越前市

80 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　福井西 福井市 80 ほくつう 福井市

81 Honda Cars 小浜　小浜店 小浜市 81 北陸設備工業　株式会社 福井市

82 マルイチセーリング　株式会社 越前市 82 ポリマー化成　グループ 福井市

83 まるほ商事(株)・ブリッジ(株) 福井市 83 松文産業　株式会社 勝山市

84 三津井証券　株式会社 福井市 84 株式会社　マルジン 越前市

85 株式会社　ミツヤ 福井市 85 有限会社　瑞穂栄商事（みほえ） 敦賀市

86 みのる産業　株式会社 福井市 86 村中建設　株式会社 福井市

87 株式会社　モンスター 越前市 87 株式会社　モーショントラスト あわら市

88 山崎金属 福井市 88 株式会社　ヤスサキ 福井市

89 山惣工業　株式会社 大飯郡高浜町 89 株式会社　リトラス 越前市

90 株式会社　ルネッサ 坂井市三国町 90 株式会社　ワカヤマ 鯖江市

※平成３０年４月２０日現在の状況ですので、面接会当日変更となる場合があります

「ふくい合同就職面接会」参加予定企業一覧


